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ヨルダン、ウム・カイス遺跡西円形劇場の修復
Restoration of the West Theater of Umm Qais, Jordan

松本　健*1

Ken MATSUMOTO
小野　勇*2

Isamu ONO

1．修復の経過

イラク戦争後2005年の春から国際協力機構（JICA）、UNESCO、ヨルダン考古庁共催の「第三国文化遺産研
修」がヨルダン、ウム･カイスに始まり、その研修に国士舘大学が協力することとなった。それはウム・カイ
ス遺跡を研修の場として、イラク人に遺跡の環境調査、発掘調査、保存修復、マネージメントと文化遺産研
究に必要な過程を研修することにあった。同時に文部科学省｢戦後イラクの社会基盤復興に活かす文化遺産学
研究｣の調査研究を進めていく。それは5年間、毎年夏の2个月、春の2～4週間、そしてその後2年間はフォ
ローアップとして2週間、イラク人の文化遺産研修を実施し、またウム・カイス遺跡の発掘調査や修復など
も実践して、これらの研究成果をさらにどのように社会に役立てるかなどの調査を平行して進めた。そして
2014年の秋にウム・カイス遺跡の西円形劇場の修復事業が検討され、2015年4月から国士舘大学・ヨルダン
考古庁共同ウム・カイス遺跡円形劇場修復プロジェクトとして「ヨルダン　ウム・カイス遺跡の円形劇場修復」
を公益財団法人朝日新聞文化財団の助成を受けて始められることになった。ところが2015年1月には日本人の
ISによる拉致・殺害という事件が起こり、中東への渡航が厳しく制限されることになり、国士舘大学において
も中東への渡航禁止令が出されることになった。ヨルダンといえども例外ではなかった。それでも2015年夏
に2週間ほど、考古庁との打ち合わせ、またヨルダンでの状況把握のこともあって、アンマンのみに滞在し、
打ち合わせを進めた。この結果、ヨルダン考古庁と相互の覚書をまたかわすことになった。帰国後、国士舘大
学にあっては学術協定、覚書が必要と言うことになり、急ぎ調整を行ったが、このような状況の中では、協
定、覚書の締結には慎重にならざるを得ないのか、時間を要した。2016年2月になってようやく締結は結ばれ
たが、状況は好転せず、我々のヨルダン、アンマンへの渡航許可が出なかった。そこでヨルダンの考古庁の研
究員5名を国士舘大学に招聘して、研究会、研修、講演をしながら、実施計画を打ち合わせて、すすめて進め
ていくことになった。国士舘大学からは、文化財保存修復専門家（（株）ざエトス）に依託して、修復の方法、
ドローンによる写真測量などを実施した。そして現在、両機関で合意した日程、手順で、現状記録、クリーニ
ング、ナンバーリング、データベース作成、石材の分類などを進めている。ただ現地の情勢は未だ好転せず
アンマンへの渡航もままならず、ヨルダン考古庁や現地雇用している Jafar Talefa氏とメール、電話、LiveOn、
Drop Box、Skypeなどによる情報交換を行いながら進めている。

2．西円形劇場の今までの発掘調査と修復の記録

1886年にドイツ人シュマッハーによって調査が開始され（図-1）、ドイツ調査団が発掘と記録を実施した
（図-2）。またヨルダン考古庁による発掘調査および修復が、以下のように実施された（図-3～6）。

1967年：Martin Nuthが試掘をする。
1989年：Weberが円形劇場を1世紀後半から2世紀初めと年代つけた【Weber 1990:20】
1992年：ヨルダン考古庁（DoA）とドイツ隊の大規模発掘と修復
1992、1993、1994、1997、1998、1999年：DoAの発掘と修復
2回の概報49、50号、ADAJ 【Annual of the Department of Antiquities of Jordan】

*1 国士舘大学イラク古代文化研究所　Kokushikan University, The Instituite for Cultural Studies of Ancient Iraq
*2 国士舘大学情報システム課　Kokushikan University division of information system



文化遺産学研究　No.10

4 |

1992年：SQΙ、SQII、SQIII 【Dahash, and Karasneh1993:49】の発掘内容
・ SQΙ：西側部の位置。舞台の背後の壁の南北に並ぶ4段の玄武岩壁、出土土器の年代はビザンツ、ウマイヤ
朝、マムルーク時代。【Dahash, and Karaseneh 1993:49】
・ SQII：SQIの西部の位置。崩壊した壁の玄武岩が出土。また出土した土器からビザンツ、ウマイヤ朝、マム
ルーク朝時代。【Dahash, and Karasneh 1993:50】
・ SQIII：ボールト通路の北西部に位置。オーケストラへの通路のボールトの階段部分。石灰岩で床が貼られ
たオーケストラから出土した土器は後期ローマ、ビザンツ、イスラム時代。【Dahash, and Karasneh 1993:50】
・ SQIV：ボールト通路の東側部の位置。大量の岩石、土砂堆積（土器を含む）、土器によるとローマ、ビザン
ツ、イスラム時代に属する。発掘は岩盤にまで到達した。【Dahash, and Karasneh 1993:50】

1993–1994年：ヨルダン考古庁（DoA）発掘
・ 四つのグリッドがオーケストラに設けられ、そこから出土確認されたすべての崩落玄武岩がリスト化され、
新たな保管場所に移動された。【Karasneh 1995:29】

図 - 1　発見当時の西円形劇場とその内部の通路の状況（Schumacher,1890）

図 - 2　第一段席と第二段席の間の通路の発掘状況
1999 年：ヨルダン考古庁写真提供

図 - 3　発掘前の円形劇場の舞台状況
1999 年：ヨルダン考古庁写真提供
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図 - 4　オーケストアの発掘状況、1999 年：ヨルダン考古庁写真提供

図 - 5　第一段席と第二段席の間の通路の発掘状況、1999 年：ヨルダン考古庁写真提供
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3．西円形劇場修復実施計画（図-7）

図 - 6　ヨルダン考古庁による西円形劇場の発掘調査　1999 年：ヨルダン考古庁写真提供

図 - 7　修復実施計画書
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4．実施内容

（1）円形劇場の平面図と断面図の作成

図 - 8　西円形劇場平面図と断面図（ヨルダン考古庁図面提供）

図 - 9　西円形劇場の 3D 画像と石群の分布

（2）西円形劇場3D測量
3D測量は、㆑ーザー照射による多数点のXYZ計測を行った。通常の㆑ーザーによる点群測定は、㆑ーザー

プロファイラーによって実施するが、今回はトータルステーションのスキャニング機能を用いて行った。今回
の計測では、950点の計測を行ったが、この作業に要した時間は3時間程度であった。この㆑ーザーによる3D
の測量とは別に、写真による3D化を行った。写真による3D化は、ドローンによる空撮写真を用いて行うが、
各写真のオーバーラップとサイドラップが重要である。写真は、解析する遺構の面に直角に撮影することが重
要であるが、モニターを見ながら撮影できないのでドローンを目視で確認し空撮を行った。空撮から得られた
写真をAgisoft社製のPhoto Scanを用い3D化を行った。
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（3）石群の分布地域と分析
円形劇場の周辺に散乱そして堆積している石群の全体を明らかにするために、全体そして個々の記録を行
い、そしてクリーニングを行う必要がある。これらの分析を進めていくために個々の石に番号を打ち込み、そ
して個々の大きさ、材質、型、特徴などを記したデータベースを作成する。これらの石群をグループ分けし
て、何処から集められたものか、また何故崩落したのかを探る。
グループ1、2、3（北側）：これらの地域には1999年にDoAが劇場の北側壁に沿って、岩盤にまで発掘した

ときに出てきた石材が置かれている。これらの石材は8世紀の時の地震による劇場の北壁から崩落したもの
かもしれない。ただボールトの石片も出土したグループ16、17、18、19、20（南側）：19世紀から遺跡の高
所に住んでいる村をオスマン村と呼んでいるが、1999年DoAはこの円形劇場を閉鎖するために石群の集積場
所とした。堆積する座席（Seat）、ボールト（Vault）、壁石（Building）、石塊（Filling）、アーチ（Arch）、円柱
（Column）、その他は1997–1999年、DoAによって発掘された第1、第2階座席の間の上部通路ボールトと劇場
の中から発掘されたもの。

（4）石材の分類それぞれ散乱する石材を分類する。
座席（Seat）。アーチ型石（Arche block）：アーチ型の石材は少ない。入り口に使われるが、まだ保存状態も
良く残っている。構造壁石（Building block）：南北の入り口付近の壁石は直線であるが、円弧の壁は僅かに曲
面となる。割栗石（Filling stone）：壁の中に詰められる割栗石のことでいろいろな形の大きさのものがある。
階段用石材（Step block）など。

南側グループ16、17のクリーニング
西円形劇場周辺の部材の分布はデータを取ったが、南側には膨大な劇場構造物の部材が堆積しているように
考えられるところから、各部材のデータを取りながらクリーニングを行う必要がある。まずグループ16、17
のクリーニングを行った。

図 - 10　3D 写真と劇場の内部の通路

図 - 11　地表に散乱する部材の分布をグループ分けして、それぞれを分類して、データベースを作成していく。
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図 - 12　3D 写真と劇場の南側外部、グループ 16 の石群の状況

図 - 13　グループ 16 のクリーニング前

図 - 14　グループ 16 から大きな部材の下には近代の靴や布切れなども出土した。

図 - 15　グループ 17 ではクリーニング中、埋もれていた壁の一部が確認された。このグループから
出土した土器片を観察すると 6 － 7 世紀の後期ビザンツ時代から初期ウマイヤ朝の時代と思われる。
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（5）円形劇場周辺の石材の分布調査（Survey）
西円形劇場の石材がオスマン村の家屋に再利用されている場合が見られる。北円形劇場の石材がオスマン村
の家屋のための石切場となっていた。また1967年の戦争ではこの一帯は軍事基地であったことから爆撃され
た（個人情報による）。

（6）今後の方針
本格的な修復は、崩壊しているボールト部分を先行して行う。観覧席である座席の修復を行うためには、そ
の下地となるボールトの天井を修復しなければならない。ボールトとの修復は、木製の型枠を作成することか
ら始める。直線のボールトであれば容易に型枠も作成できるが、カーブしているボールトの型枠は滑らかな局
面を作成することが重要である。局面の形状はどの部分においても均一なので、4m程度の型枠を作成し石組
みが終了した段階で次の場所に移動し、連続的に修復を行う。石組は、（4）で分類した石の中からボールトを
構成していたであろうと思われるものを抽出し使用する。その際に注意しなければならないことは、石の長さ
がそれぞれに異なっているので円周方向のつなぎ合わせる箇所が同じ位置にならないように配慮する必要があ
る。また、部材の高さは、頂上部のキーストーンが他の個所よりも高いので、容易に判断がつく。ボールトの

図 - 16　グループ 16 の上部に堆積した部材を除去すると固く締まった黄色い土の堆積が
見られその中から後期ビザンツ時代から初期ウマイヤ朝の時代の土器片が確認された。

図 - 17　劇場の南西のグループ 17 のクリーニング

図 - 18　グループ 16 同様に 17 での床面が見られ、その下からまた部材が出土した。円形劇場の南西側の外壁
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修復が完了するとその上に座席を配置する。座席の部材は、厳密には円弧状であるがどの段に配置されていた
かを推測することは極めて困難である。円形劇場の座席は同心円状に配置されており、座席幅は特別な座席を
除きほぼ同一であるため、上段に行くほどカーブは緩やかになる。位置が即座にわかる座席としては階段際の
座席があり、これ以外の部分では位置を推測することはできない。座席に限らずすべての部材で分割していた
り欠損している部材があり、これらを修復することが必要である。分割している部材は接着剤で接合すること
が一般的であるが、結合補強として金物を使用する場合は腐食による損傷を考慮する必要がある。欠落部があ
る部材や紛失した部材は、コンクリート又はモルタルで再生する必要がある。その際に注意しないとならない
ことは普通ポルトランドセメントを使用するとグ㆑ー色になるが、円形劇場は黒色の玄武岩でできている。そ
こで松煙を用いて黒いコンクリートを作成する必要がある。松煙を用いたコンクリートは、大量に打設すると
きに有効であるが、黒色がある程度退色することを考えなければならない。

5．まとめと問題点

この円形劇場は1～2世紀のローマ帝国全盛期に建設された建造物であり、恐らくはビザンツ時代、更にウ
マイヤ朝にまで利用されたと思われるが、それ以後地震また使用されず風化、そして近代では中東戦争の中で
の破壊また村人による家屋建設のための建築資材としての再利用のために壊されていったと推察される。ま
た、劇場周辺での石材の散乱は1992、1993、1994年次の発掘時における残土の堆積とも考えられることから、
こうした堆積状況の詳細な情報を収集しながら、クリーニングを実施してすべての石材を掘り出して、分類し
て、オリジナルの場所に戻しながら、修復を進めていく必要がある。ただオリジナルの場所に戻すと言っても
そう簡単ではない。それはそれぞれの型やサイズが極めて類似しているからであり、例えば全体が半円形を成
していることから座席にしてもボールトにしても僅かであるが図面上ではカーブして円弧をなしているはず
である。果たして図面上のように、また理論上そうなっているのであろうか。これらを証明するためには詳細
な測量が必要となる。実際はそのカーブを個々の石材に極端につけなくても出来る長さや幅の形を作って並べ
ているようである。ただ、これらの精度を維持するためには最も適した大きさと言うものをすでに計算して、
個々の形を作っていたようである。またこれらの個々のデータベースのデジタル情報からコンピュータ上で復
元を試みることも可能となるが、現在これらの測量を試みることをヨルダン側と検討中である。また現在依然
劇場周辺のクリーニング中であるが、これらが終わってすべてのデータが明らかとなって、修復にかかること
になる。具体的に修復するに当たっては、座席を埋めていく作業と、南側のボールトの修復がある。これらは
ボールトの枠を作って、その上にカーブを作りながら、またアーチをつくりながら、個々のボールトの石材を
乗せて覆っていくことになる。これらの技術はヨルダンでは各地で使用されていることから、そう難しいこと
ではない。更には北西と南西の両入り口の壁と天井部分のボールトの修復があり、これが最も困難で時間と技
術が必要となる。1つはすべての石材に番号をつけ解体して、基盤を平坦にしてそれに垂直に再構築していく
しかない。時間を掛ければ出来ないことではないが、同じように再度積み上げるだけでは、再び壁が膨らみ、
天井のボールトがずれてしまう。垂直にオリジナルの姿で再構築し、かつ強力な接着剤で補強していくことが
必要である。またもう一つの再構築法は、壁の両、外と内側から均等に圧力を掛けて締め付け垂直にオリジナ
ルの姿に戻し、その底部や隙間に強力な接着剤を注入して補強する方法でこれは専門的な技術を要する。ただ
この方法は装置を設ければ、容易に調整できて、少ない労力で可能である。
ただ現在、国士舘大学からのヨルダン派遣は安全上の問題で派遣できないでいる。そうしてこうした修復事
業もやはり安全上の問題から、2017年3月31日、2016年度をもって修復事業は中止することになった。ただ
一日も早く中東に平和が訪れて、再びウム・カイスでの発掘調査、修復事業が再開されることを願って止まな
い。末筆になりましたが、国士舘大学、ヨルダン考古庁による2年間にわたるウム・カイス遺跡西円形劇場の
共同修復事業に助成していただいた朝日新聞文化財団に心から感謝いたします。

参考文献
ADAJ = Annual of the Department of Antiquities of Jordan
Dhash,M., Wajeeh,K. 1993 Preliminary report about rebuilding, and restoration of western theatre in Umm Qais. ADAJ 37. 45–54. in 

Arabic.
Karasneh,W., 1995 The Second Report about Rebuilding and Restoration the West Theatre in Umm Qais. ADAJ 39. 29–30. In Arabic.
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Ute Wagner-Lux, et al. 1993 Preliminary Report on the Excavation and Architectural survey in Gadara 【Umm Qais】in Jordan, Area1.1992.

ADAJ37. 385–395.
Weber,Thomas 1990 Umm Qais, Gadara of the Decapolis. A brief Guide to the Antiquates. Al Kutba Jordan Guides. Amman, Jordan.
Weber,Thomas 2002 Gadara-Umm Qes I Gadara Decapolitana, Untersuchungen zur Topographie, Geschichte,Architektur und Bildenden 

Kunst einer“Polis Hellenis”im Ostjordanland, ADPV 30, Harrassowitz verlag.

Abstract 
Kokushikan University and the Department of Antiquities, Jordan, planned to conduct preservation work on the West 

Theater at Umm Qais from April 1, 2015 through March 31, 2018 promoted by the Asahi Shimbun Foundation. We 
have worked on the preservation of the West Theater by way of documentation of the present situation, classification of 
the structural elements, cleaning around the West Theater, and creating a database. However, security conditions in the 
Middle East have become more serious following the abduction and murder of a Japanese hostage in February 2015. 
We have remained in contact with Jordan via the Internet and over the telephone, etc., and were able to continue to work 
until March 31, 2017, but there are currently no active work projects due to the security situation.
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ポンペイウス紀年元年のコインに関する再検討
A Reconsideration about Year 1 Coins of Pompeian Era

江添　誠*
Makoto EZOE

Abstract
The coins cerved on the date “LΑ ΡΩΜΗΣ/LΑ ΡΩΜΗ (Year 1st of Rome)” has been various opinions about the 

minted city because no minting authority is mentioned on these coins. Seyrig (1959) and Spijkerman (1978) attributed 
these coins to Gadara of the Decapolis on the basis of the geographical distribution and their similarity of motifs on 
other Gadarene issues in the second and third centuries CE. However, Kushnir-Stein (2000-02) has refuted the Gadara 
attribution based on the style of the edges of these coins.

This paper presents a reconsideration about the atrribution of these coins on grounds of the motifs on these coins 
and the relationship between Pompey and Gadara. The motif of the bust of Herakles implies a strong association with 
the god as Pompey’s personal protector. Meanwhile, Gadarene shows honor to Pompey on the coins with Herakles and 
naval motifs since the reign of Emperor Marcus Aulelius. Therefore, it seems likely that the Year 1st coin was minted in 
Gadara.

1．ポンペイウス紀年元年のコインをめぐる議論

ポンペイウスの東方遠征によるユダヤ支配からの解放を顕彰して、南㆑ヴァント地域のギリシア系の多く都
市で前63年を元年とするポンペイウス紀年が暦を表す方法として採用された 1。このポンペイウス紀年の元年
を示すと考えられている“LΑ ΡΩΜΗΣ／LΑ ΡΩΜΗ （ローマの1年）”の銘をもつ三種類のコインが知られている。

  一つ目のコイン（図1）は、左肩に棍棒を担いだヘラク㆑スの胸像が銘の無い形で表面に刻まれており、裏
面には元年の銘とともにラテン語でロストゥルム（rostrum）、ギリシア語でエンボロス（ἔμβολος）と呼ばれる
ガ㆑ー船の船嘴が描かれている。直径は約21mm、重さは約9.5gで、集成などから10枚以上現存が確認されて
いる。
二つ目（図2）は、表面にはコリント式の兜を被った女神アテナの胸像が無銘で描かれ、裏面には元年の銘
とともに、ラテン語でアプルスト㆑（aplustre）、ギリシア語でアフラストン（ἄφλαστον）と呼ばれるガ㆑ー船の
彎曲した船尾が描かれている。直径は約19mm、重さは約7.5gで、3枚しか確認することができない。
三つ目（図3）は、コリント式の兜を被り、槍を右肩に担いだ女神アテナの胸像が表面に、裏面にはマケド
ニアの兜がΣの無い元年の銘とともに描かれている。直径は約17mm、重さは約3.8gで、こちらも2枚しか確
認することができない。
これらポンペイウス紀年元年のコインは、都市の名前が記されておらず、造幣地が明確ではないが、ガダラ
で造幣されたものと考えられてきた。最初にガダラのコインと特定したのはセイリグで、ダマスカスからベイ
ルート付近までの範囲でコインが使用されていたとし、その造幣地が南シリア地域にあるとした。そして、こ
れらのコインに見られるモチーフがガダラの2世紀から3世紀のコインのものと共通性があるとして、造幣地
をガダラと特定し（Seyrig 1959: 71-75）、スパイカーマンもそれを支持している（Spijkerman 1978: 128-129）。
これに異を唱えたのは、クシュニル -スタインで、セイリグの分析がガダラで前40年代に造幣されたコイン
のモチーフとの比較していないことを問題とし、前63年のコインと前40年代のコインのモチーフにほとんど
共通性が見られないことと、前63年のコインの縁が表面に向かって斜めに加工されている（beveled edges）の
に対し、2～3世紀のものは特別な加工の無い一般的な縁（regular edges）をしていることから、これらのコイ
ンの造幣地をガダラとすることに疑問を示している（Kushnir-Stein 2002-2002: 82-83）。

* 国士舘大学イラク古代文化研究所 共同研究員
 Kokushikan University, The Instituite for Cultural Studies of Ancient Iraq, Co-researcher
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メショ㆑ルは当初はガダラを造幣地をしていたが（Meshorer 1985: 80）、㆑バノンや初期のイトゥ㆑アで発行
されたものが都市名を記していないことから、これらのコインをイトゥ㆑アのものと分類している（Meshorer 
2013: 162, 230）。
一方、ヘルマンはイトゥ㆑ア王プト㆑マイオスが前62年にポンペイウスを顕彰するために造幣したとされ

るポンペイウス紀年2年のコインにはプト㆑マイオスの名や四分統治者（テトラルキアTetrarchia）などを示す
モノグラムが刻まれているが、これら元年のコインにはそれらのモノグラムが見られないことからイトゥ㆑ア
のものとすることに疑問を呈している（Herman 2003: 73-78）。
このように元年のコインがガダラで造幣されたことを否定する研究が出てきているが、本稿では今一度これ
らの元年のコインがガダラで造幣された可能性はないのかについて検討してみたい。

2．イトゥ㆑アのコインの検討

クシュニル -スタインもメショ㆑ルも造幣方法や都市の銘が無いことなどからガダラが造幣地でないとして
いるが、元年のコインのモチーフの由来などに関してイトゥ㆑アのコインとの比較分析は全く行っていない。
まず、イトゥ㆑アのコインでは元年のコインを除くとポンペイウス紀年は2年（LB）でしか用いられていな
い。他のコインに見られる紀年法はすべて前311年を元年とするセ㆑ウコス朝紀年であり 2、ポンペイウス紀
年の9年前にあたる前72年に造幣されたコインにもLMΣの銘でセ㆑ウコス朝紀年240年が表されており、西
暦前40年に造幣されたコインでもセ㆑ウコス朝紀年272年を示すBOCの銘が刻まれている。従って、イトゥ
㆑アにおいてポンペイウス紀年の使用は極めて限定されたものと考えられる。
イトゥ㆑アのポンペイウス紀年2年とされるコインは大きく3種類に分かれる。一つ目（図4）は表面

にゼウスの胸像が、ゼウスの双子の息子たちであるディオスクロイが年号のLB、プト㆑マイオスの名
（ΠTOΛEMA）、四分統治者（TETPAPX）、大神祇官（APXE）の各銘文とともに裏面に描かれている。二つ目（図

5）はヘルメスの胸像が表面に、裏面にはヘルメスの属性でもある伝令使の杖（カドゥケウスCaduceus）に年号
のLBとプト㆑マイオスと四分統治者の意味を示すモノグラムが刻まれている。三つ目（図6）は表面がアルテ
ミスの胸像で、裏面には棕櫚の枝と花冠を右手で掲げた左向きのニケの立像が年号のLBとプト㆑マイオスと
四分統治者の意味を示すモノグラムとともに描かれている。
これら紀元2年のイトゥ㆑アのコインと元年のコインには描かれたモチーフに共通性は全く見られない。特
に元年のコインに表れるヘラク㆑スや船嘴や船尾といった船に関連するモチーフはイトゥ㆑アのコインにはす
べての時代を通して一度も表れてこない。モチーフや銘の状況を比較するならば、これら元年と2年のコイン
に関連性を見出すことは出来ず、元年のコインをイトゥ㆑アのものとするのには無理があるように思われる。

3．ポンペイウスの東方遠征とヘラク㆑ス

 ポンペイウスの東方遠征での戦績を顕彰したコインとして、前56年にファルストゥス・コルネリウス・スッ
ラ（Faustus Cornelius Sulla）によってローマで造幣されたデナリウス銀貨（図7）が知られている。表面には元
老院決議を示すSC（Senatus Consulto）の銘とともにライオンの皮を被ったヘラク㆑スの頭像が描かれている。
裏面の三つの小さな花冠はヌミディア、ヒスパニア、ポントスでの戦勝を、その上の一回り大きな花冠は前
63年のエルサ㆑ム攻略での勝利を示していると考えられている。また裏面の右下部分には麦穂が、左下には
アプルスト㆑が描かれている。
ヘラク㆑スとポンペイウスの結びつきについては文献史料や彫像などからいくつかの事例が確認できる 3。
ポンペイウスがローマの大戦車競走場（Circus Maximus）の近くにヘラク㆑スに献じた神殿（Aedes Herculis 

Pompeiani）を建設し、万能の闘技者たるヘラク㆑ス像を置いていたことをプリニウスは伝えている（『博物誌』
第34巻56節）。おそらく彼はヘラク㆑スを自身の守護神と考えており、神殿にて戦勝の心願成就を行っていた
ものと思われる。
また、ポンペイウスは首都ローマにローマ史上最初の石造りによる恒久的な劇場であるポンペイウス劇場

（前61年着工、前55年竣工）4を建設したが、その劇場のニッチ部分に置かれていたと考えられている黄金に
彩色されたヘラク㆑ス像が劇場の遺構付近で1864年に出土している（図8）。高さ2mを越える巨大なこの立像
は、右手にネメアの獅子の皮を持ち、左手で杖のようにした棍棒にもたれている 5。
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このように元年のコインに用いられたヘラク㆑スの図像はポンペイウスと密接に関連しており、元年の年号
とともにポンペイウスへの顕彰を明示しているといえよう。

4．ガダラとポンペイウスの結びつき

ポンペイウス紀年の使用はポンペイウスが前63年にユダヤの支配から解放した都市で共通にみられるが、
とりわけガダラではポンペイウス紀年による年号をほとんどのコインに忠実に刻み込んでいる 6。
さらにポンペイウスとの強い結びつきをガダラの人びとは特別な銘とモチーフを用いてコインに記してい
る。ポンペイウスの再建から223年が経った160年に表面にはローマ皇帝アントニヌス・ピウス（Antoninus 
Pius）の肖像、裏面には神殿に座するゼウスの肖像とともにΠΟ･ΓΑΔΑΡという銘を刻んだコインを造幣してい
る。この銘は後のコインで省略されずにΠΟΜΠΗΙΕΩΝと刻まれていることから「ポンペイウスのガダラの」
という意味になる（江添 2010: 52）。この銘はこれ以降、ガダラでのコインの造幣が終了する241年までほぼ
すべてのコインに記され続けている。さらに翌161年のコインには模擬海戦（ナウマキアΝαυμαχία）を示す
ΝΑΥΜΑの銘とともにガ㆑ー船が刻まれている（図9）。これはポンペイウスによるガダラの再建と地中海での
海賊討伐を顕彰して行われた模擬海戦の様子を描いていると考えられている（Meshorer 1985: 82; Lichtenberger 
2000-02: 191）。
このように二世紀以上の時が経ってもなおガダラはポンペイウスによる都市の再建を顕彰し、自分たちの都
市のアイデンティティーとしてポンペイウスの名を刻み続けており、このことはガダラという都市に対してポ
ンペイウスが行ったことが長きにわたって述べ伝えられていたことを表しているといえる。

5．まとめ

セイリグらがすでに指摘しているように、160年以降に造幣されたガダラのコインには、アテナやヘラク㆑
スの図像が見られるようになり、とりわけヘラク㆑スの図像は造幣の終わる2世紀の前半まで頻繁に刻まれて
おり、元年のコインとの共通性も高い 7。
ヨセフスの記述にはユダヤ人によって破壊されたガダラを再建したことが明示されており（『ユダヤ戦記』

1:155）、ポンペイウスの直接の恩恵を受けていたことがうかがえる。このことからも、ガダラは元年のコイン
を造幣する意義を最も強く感じていた都市であったといえる。
以上のように、元年のコインのモチーフを再検討してきたが、イトゥリアのコインとの共通性が造幣方法以
外は全く見られないことや、ガダラとポンペイウスとのつながりを鑑みるならば、ポンペイウスを顕彰して元
年のコインがガダラで造幣されたと考える方が妥当性が高いように思われる。

註
1 ポンペイウス紀年は前64年秋に暦が始まっていることが後の時代のネロ、エラガバルス、アントニヌス・ピウスの経歴とコ

インの年代との照合によって確認されている（Meimaris 1992, 79-80）。従って、ポンペイウス紀年の元年は前64年秋から前63
年の秋ということになる。本稿では便宜的にポンペイウス紀年元年を西暦前63年として各年を表記していくことにする。

2 セ㆑ウコス朝紀年の元年は西暦前312年7月から前311年7月であるとされている（Meimaris 1992, 53）。ここでも便宜的に西
暦前311年を元年として表記する。

3 ポンペイウスとヘラク㆑スとの関連については、Rawson 1970およびStafford 2013: 152。
4 ポンペイウス劇場の建設に関してカッシウス・ディオ（Cassius Dio）は、ポンペイウスの解放奴隷であったガダラ出身のデメ

トリウスがシリア遠征に同行して稼いだ金でポンペイウス劇場を建設したといううわさがあったことを伝えている（『ローマ
史』39巻38章6節）

5 この立像の出土状況については、Gagliardo and PackerReviewed 2006: 98-101。この立像は現在はヴァチカンのピオ・ク㆑メン
ティーノ美術館に収蔵されている。

6 ガダラのコインにおけるポンペイウス紀年の遵守については、江添2010: 53-64頁。
7 ガダラのコインにおける神々の図像の使用状況については、Ezoe 2016。
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図 1　ポンペイウス紀年元年のコイン 
（22mm, 10.31g）

図 2　ポンペイウス紀年元年のコイン
（20mm, 8.70g）

図 3　ポンペイウス紀年元年のコイン 
（20mm, 8.70g）

図 4　イトゥレアのコイン
（20mm, 6.58g）

図 5　イトゥレアのコイン
（13.5mm, 2.43g）

図 6　イトゥレアのコイン
（19mm, 4.28g）

図 7　デナリウス銀貨
（19mm, 4.12g）

図 9　161 年造幣のガダラのコイン
（37mm, 34.53g） 図 8　黄金のヘラクレス像
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ヨルダン・ハラットで見いだされた低断層崖
Fault scarplets found in the Jordanian Harrat region, Jordan

東郷　正美*
Masami TOGO

Abstract
New fault scarplets are formed in the central part of Jordanian harrat, eastern Badia, Jordan. These are related to the 

occurrence of a graben of about 1km wide and 8 km long extending NNW-SSE direction. It is possible that this graben 
have been formed by an anticlinal deformation of ground surface that linear intrusion of magma caused.

1．まえがき

ヨルダンの東部バーディア地方中央部
（図1）で、新鮮な低断層崖の存在を確認
した。ヨルダンは、大きな安定陸塊：ア
ラビア半島の内陸部に位置する。その
西端部は、アラビア・プ㆑ートの西縁
を画する死海トランス・フォーム断層
（Garfunkel & Freund, 1981など）に接し
ているので、ここには長大な左横ずれ活
断層系（Wadi Araba fault－ Jordan Valley 
fault）が発達し（Ginat et al., 1989, Klinger 
et al., 2000, Niemi et al., 2001, Ferry et al., 

2007, 東郷 , 2012, 東郷ほか , 2016など）、
これに沿って顕著な地震帯が形成されて
いる（東郷 , 2015a）が、この地帯を除け
ば、ヨルダンの国土は、言うまでもなく
すべて安定陸塊上にある。このような安
定陸塊部で若い断層変位地形が見つかる
ことは、世界的に見て皆無ではない（東
郷 , 2015b）が、稀である。ヨルダン東部
での若い断層変位地形の発見は、地学上
特別な意味を持つ貴重な新知見と考えら
れるので、本稿でそれらの実態を報告
し、かつ、これが生じた背景について若干考察を試みる。

2．断層変位地形の発達場所と性状

本稿で扱う断層変位地形は、ヨルダンの東部バーディア（Badia）地域（イラクに向けて大きく突出した地方）
を対象として試みた空中写真による地形判読作業の過程で見いだした。東部バーディアの中程にあって真っ直
ぐイラク国境へと向かう基幹道10号（通称Baghdad International Hwy）沿いにこれは存在し、具体的には幹線
道40号が合流するSafawiとその東方約100kmに位置するRuwaished （空軍基地A4がある）とのほぼ中間地点か

* 法政大学
 Hosei University

図 1　調査地の位置
基図は Google 画像．薄紫色部：Harrat Ash Shaam の範囲（Shaw et al., 2003 による）．
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ら南に10kmほど下ったところに位置する（図1）。“バーディア”という呼び名が示す通りこの地区はすべて砂
漠気候下にあるが、その中でヨルダン・ハラットと呼ばれる玄武岩質溶岩原が広がる地域の一部でもある（東
郷ほか , 2011）。
見いだした断層変位地形は、近接して併走する4つの低崖（S1, S2, S3, S4）からなる。これらの低崖は、長さ

がS1 : 4.3km、S2 : 5.6km、S3 : 1.6km、S4 : 7.5km（いずれもGoogle earth上で測定）と同じでないが、いずれも
北北西－南南東方向に直線状をなし、互いに接近した位置にあって併走している。これらをとらえた空中写真
を図2、3に示す。これらに映り込んだ顕著な直線状リニアメント（S1, S2, S3, S4）を、図3を用いて実体視観
察すれば、それらがそれぞれに対応するひと連なりの低崖地形の存在を表現したものであることが分かろう。
これら低崖の崖高は小さく、Google earthを用いた測定結果から多くは数m程度もしくはそれ以下、もっとも
大きい部分で10m前後と思われる。
長く連なる崖地形は、湿潤気候地域においてなら河水や氷河などの流動による侵食地形として一般的である
が、砂漠気候下にある本地区では、このような崖地形が浸食地形として容易に生ずる環境は整っていない。乾
燥気候下でもワジをつくる流水の作用は外的地形営力として注目に値するが、本地域では、取り上げた低崖は
いずれも、近辺にワジを伴っていないので（図3）、この作用とは無関係の存在である。
低崖S1は、北東に向かって広がりつつ緩やかに低下する高まりの中程を横断して形成されている逆向き（高
い側に崖面を向ける）の崖である（図3Aの①～③）。S1の両側に位置する地形面は、ともにごく扁平な蒲鉾状
をなし、その平面分布形状に不連続はないが、分布高度的には西側のものが上流側に位置するにもかかわらず
低位にあって食い違っている。このような諸事実は、低崖S1が侵食崖ではなく、北東に向かって低下する高
まりが北北西―南南東方向の一線で断ち切られ、その西側が相対的に低下して生じた断層崖であることを示し

図 2　 空中写真判読によって把握した諸事象
A, B, C：図 3 に示す同記号ステレオ空中写真の範囲，赤太線：低崖崖線（＝断層線，u と d はそれぞれ隆起側・沈降側を意味する），緑色部：主
な必従谷底（ｗ記号は wind gap〈風隙〉の存在を示す），黄色部：段丘面，紫色部：火山．基図は英軍 1953 年撮影 6 万分の 1 空中写真 60-24-188
～ 189, 60-20-91 ～ 92 を用いて作成した合成写真の一部．等高線は米軍（K737）5 万分の 1 地形図「Tulul Esh Shahba 図幅・Shahba Al Hureidh
図幅」による．
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図 3　注目される断層変位地形の空中写真像
A, B：英軍 1953 年撮影 6 万分の 1 空中写真 60-20-91, 92 の一部，C：同 60-24-188,189 の一部
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ている。低崖S1の南東端部（図3Aの③付近）でその低崖面に接して形成されている大きな埋積凹地は、凹地
南東角から北東流する小谷の上流域が、S1を形成した断層活動で沈降したため生じたと見ることができる。
ごく近い位置にあって併走する低崖S2（④～⑥））、S3（⑦～⑧）、S4（⑨～⑬）（図3B, C）も、東に向かって
緩く下る平原面上にあってこれを横断するように生じており、平原面はこれらによって分布が断たれ、かつ、
それぞれを境にして高度を違えている。さらに低崖S4においては、その東側の平原面上にあって東流する必
従谷の多くがS4崖面上端部で一斉に風隙地形をつくって途絶え、上流部を欠いて無能谷化していることも
注目に値しよう（図2）。このような諸事実は、低崖S2、S3、S4も断層変位により生じたものであることを物
語っている。
以上のように、本地域で認めた4つの低崖地形は、すべて断層変位により生じたものであり、低崖であるに
も関わらずほとんど未開析状態にあることから、ごく近い過去に形成された低断層崖とみなせる。

3．低断層崖群の性質とそれが生じた原因について

1）低断層崖の性質
低断層崖S2、S3、S4の崖線形状に注目すると、いずれも大勢としては直線状をなすが、隆起側に向かって
緩く湾曲して僅かに突出する特徴も認められることから、これらは、高角の正断層崖であると思われる。低
断層崖S2と低断層崖S3、S4とは崖面の向きを異にし、両者は対面するように生じているので、これらの出現
は、その間の細長い地帯の陥没現象（地溝Gの形成）と密接に関わっているに違いない（図2）。これらと2km
余り西にあって併走する低断層崖S1については、崖線は緩やかに弧状をなして沈下側に向かって突出してい
ることから、その断層面は僅かながら東北東に傾斜していると考えられる。すなわち、低断層崖S1は、高角
度の逆断層型変位によって生じたものであり、他の低断層崖とは異質な側面をもつ。

2）成因について
低断層崖S1、S2、S3、S4は、一群をなして存在する。ともに新鮮な形態を有するという側面も共通してい

ることから、互いに密なる関わりをもって同じ時期に形成されたものと思われる。上述のように正断層崖と見
なせる低断層崖S2、S3、S4で縁取られた地溝地形（G）は、これに直交する方向に地殻を引き延ばせば生じ得
る。しかし、これらのごく近くにあって方向も同じくする低断層崖S1が圧縮性であることから、これらすべ
てを一律に広域応力場に支配されて生じたものとするわけにはいかない。本地域では、伸張性のS2、S3、S4
に併走して圧縮性のS1を同時に形成させ得る独自の変動が進行したものと考えられる。
地表で背斜状変形が進めば、伸張の場となるその頂部に地溝が出現することがある。背斜両縁基部付近で
は、持ち上げられた物資の荷重やその側方流動が作用して圧縮帯が生じることもあろう。背斜状変形が、部分
的な地下物質の上昇による突き上げに起因するなら、その縁辺部に高角の逆断層を伴うのはむしろ必然的結果
と言える。本地域では、北北西－南南東方向に延びる背斜構造を形成する変動が新たに出現したとすると、地
溝Gが近くに圧縮性のS1をともなって存することに合理的な説明がつく。
低断層崖S2北半の背後に広がる平原面に注目すると、これは、面上にS2を開析してG地溝底へと東流する

いくつもの谷が発達しているので、本来は東傾斜の平原面であったはずである。しかし、現在はその上・下
流部間の高度差が極めて小さいうえ（図2）、いずれの必従谷においてもその中～上流で埋積凹地化が著しく進
んでいる（図2、3）。このような事実は、低断層崖S2の背後で西南西向きの傾動が進行したことを示唆してい
る。図2では860m等高線が、地溝Gを横切るところに限って低い側に大きく突出し、地溝Gが平原面上に存
する局部的な高まり上に位置していることを表している。以上のように、地溝Gの付近には、その形成を導い
た北北西－南南東方向の背斜状変形の一部と見なせる事象も残されている。

3）火山活動との関係
図4は、調査地を南から俯瞰したGoogle earth 3D画像である。これから幅を広げつつ北北西に向かう地溝G

が、前方にある高まりにつき当たって途絶える様子がよく分かる。地溝の行く手にあるこの高まりについて
は、平原面から百数十mとこの付近ではひときわ大きく突出しており、円錐状をなし、頂部に円形の凹みを
もつ（図2）ことから新期の火山であることが明らかである。ヨルダンNRA発行の地質図（Rabba & Ibrahim, 
2005）にも火山としてその存在が示されている。空中写真を用いて詳しく観察すると、これは古い火山体の北
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東半分を破壊してそこに新期の火山体が追加された二重式の火山であり、低断層崖S2とS3の北北西端部はそ
の構成物や火山麓扇状地堆積物で覆われているように見える。

V1火山は、地溝Gの付近に散在する数個の火山の1つではある（図2）が､ひときわ高く、かつ、大きな山体
を有する複成火山で、小規模な単成火山として存する他とは異質な側面を有する。比較的長期にわたって噴火
活動を続けてきたV1火山が地溝Gの地溝底部もしくはそのごく近い延長部に位置することは、地溝G沿いで
マグマの貫入が続いていることを示していて注目される。地溝G付近の地下で始まったマグマの線状貫入・上
昇により、地表部では突き上げられて背斜状変形が進行、その結果、背斜の頂部に地溝Gが形成された。さら
にマグマの一部は地表に達して噴火を起こし、火山V1を形成したというストーリーは、地下構造資料が整わ
ず、今は確証に欠けるが、仮説の1つとして残す価値はあるように思われる。
地溝Gが存在するヨルダン・ハラットは、アラビア半島最大の玄武岩質溶岩流出地帯としられるHarrat Ash 

Shaam （Shaw et al., 2003など）の一部に当たる。Harrat Ash Shaamは、シリアの南西部からヨルダン東部を横切
りサウジアラビア北端部へと北北西－南南東方向に細長く帯状をなして広がる（図1）。地溝Gが、このHarrat 
Ash Shaam内で、その長軸と方向性を同じくして存在することは偶然とは思えない。この地域は、地溝Gの形
成に関与したかも知れないマグマの線状貫入・上昇現象がそこここで起こりえる素地をもっているように思わ
れる。

4）活動性について
低断層崖S1の北端部（図3の①～②）では、低断層崖が前後2列に分かれている。前方に位置する崖の崖面
は、南の③から続いてきた低崖崖面と連続しているが、その背後に位置する二列目の崖はそれらとは不連続的
で、その南端がこれで断たれているように見える（図3A）。
図3Cの⑫付近に注目すると、ここには最近まで地溝Gの排水を司ってきた幅広い谷底を持つ谷があり、こ

れが断層で西落ちに断たれて生じたごく低い低断層崖がS4の一部として存する。さらにここでは、左岸側に
旧谷底の一部と見られる段丘状の地形面（図2の黄色部）が保存されおり、その西端もS4崖面で画されている。
地溝Gを含むこの地域一帯においては、段丘状の地形が認められるのはここだけで、他にはないので、外的地
形形成営力の不連続的変化が関与した可能性は考えにくい。注目した地形面が⑫の谷の旧谷底面であるなら、
低断層崖S4に接して存することから、S4を生長させる断層変位で断たれれば、相対に隆起して、開析される
環境におかれることになる。旧谷底面の段丘化はS4をつくる断層変位が原因で生じたとするのが妥当と思わ
れる。この⑫地区では、この旧谷底面を開析して生じた現谷底面もS4崖線上で西落ちに変位しているので、
旧谷底面を断って段丘化を促す原因となった断層活動のあとに少なくとも今一度位置を同じくして同内容の断

図 4　Google earth 3D 画像
前方がほぼ北 .　S1, S2, S3, S4：低断層崖，G：地溝，V1：図 2 の V1 火山
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層活動が起こったことになる。
以上のように、少なくとも低断層崖S1やS4では、崖をつくる断層変位が繰り返し起こってきたことを示す

痕跡が認められ、注目される。

4．あとがき

ヨルダンの東部の沙漠地域で見つけた新鮮な低断層崖群を取り上げ、その実態を記載するとともに、これが
地溝の形成と関係して生じたものであること、この地溝は、アラビア半島最大の玄武岩質溶岩流出地帯として
知られるHarrat Ash Shaam内にあって、これと方向性を同じくしていることから、マグマの線状貫入で生じた
地表の背斜状変形に関係して形成されたと推定した。
本稿は、空中写真判読で得た知見とその解釈に基づいており、ここで示した成因論などについては予察の域
を出るものではないが、ヨルダン・ハラットあるいはそれを含むHarrat Ash Shaam地域、さらにはヨルダンの
安定陸塊部を対象とした地形・地質学的研究に対して新たな事実と課題を提示しえたと考えている。現地調査
の機会に恵まれ、基礎資料が充実した段階で、再度改めて精密な検討を試みることにしたい。

参考文献
東郷正美 , 2012, ヨルダン渓谷北端部の変動地形と活断層 . 法政大学多摩研究報告 , 27:1-8.
東郷正美 , 2015a, ヨルダンの火山と地震 . 地図中心 , 518: 10-13.
東郷正美 , 2015b, 安定陸塊域の活断層 . 法政地理 , 47: 9-20.
東郷正美・長谷川均・石山達也・岡田真介・竹内えり・牛木久雄 , 2011, ヨルダン・ハラット . 法政大学多摩研究報告 , 26: i-iv.
東郷正美・長谷川均・石山達也・後藤智哉・牛木久雄・M.Al-Qaryouti, 2016, ヨルダン・ヴァ㆑ー断層帯の最新変位痕跡 . 法政大学

多摩研究報告 , 31: 1-10.
Ferry,M.,Meghraoui, M.,Abou Karaki,N., Al-Taj,M., Amoush,H., Al-Dhaisat,S., Barjous,M., 2007, A 48-kys-long slip rate history for the 

Jordan Valley segment of the Dead Sea Fault. Earth and Planetary Sci.Lett., 260: 394-406.
Garfunkel,Z., Freund,R., 1981, Active faulting along the Dead Sea transform (rift). Tectonophysics, 80: 1-26.
Ginat,H., Enzel,Y., Avni.Y., 1989, Translocated Plio-Pleistocene drainage system along the Arava fault of the Dead Sea transform. 

Tectonophysics, 284: 151-160.
Klinger,T., Avouac,J.P., Abou Karaki,N., Dorbath,L., Bourles,D., 2000, Slip rate on the Dead Sea transform fault in northern Araba valley 

(Jordan). Geophys.J.Int., 142: 755-768.
Niemi,T.M., Zhang,H., Atallah,M., Harrison,J.B.J., 2001, Late Pleistocene and Holocene slip rate of the northern Wadi Araba fault, Dead 

Sea transform, Jordan. J.Seismology, 5: 449-474.
Rabba,I.A., Ibrahim,K.M., 2005, 1:100,000 Geological Map “Tlul Esh Shahba”. NRA, Jordan.
Shaw,J.E., Baker,J.A., Menzies,M.A., Thirlwall,M.F., Ibrahim,K.M., 2003, Petogenesis of the largest intraplate volcanic field on the Arabian 

plate (Jordan): a mixed lithosphere-asthenosphere source activated by lithospheric extension. J. Petrology, 44: 1657-1679.



| 25

Note：イラク西南沙漠遺跡研究―アッタール洞窟の発掘調査をとおして
Research into Archaeological Sites in the Southwestern Desert of Iraq  
— Excavations at the At-Tar Caves

松本　健*
Ken MATSUMOTO

国士舘大学のイラクでの発掘調査の経緯

国士舘大学がイラク調査を開始したのは文学部教授藤井秀夫がユーラシア研究のための中央アジア、そして
中東への踏査に、1969年3月～10月にかけて、国士舘大学より派遣され、イラクのウハイダル遺跡に向かう
際に、アッタール洞窟を発見したことに始まる。この洞窟はイラク考古局の研究員との間で、自然洞窟か人工
の洞窟かの論争もあって、人工の洞窟を主張する藤井教授はそれを証明すべく、洞窟内の発掘調査に挑むこと
になる。それは第一次イラク西南沙漠遺跡群アッタール洞窟発掘調査で1971年3月のことであった。

カルバラから西約30km位のカルバラ台地の西端
に、ガクンと落ちる断崖があり、そこにA丘と呼ばれ
る巨大な軍艦のような孤島の岩壁に洞窟群が並んで見
える。これがアッタール洞窟である。北側の背後には
塩湖のラザーザ湖／バハル･ミリーがあって、遺跡は
一層際立って見える。遠く沙漠の中のウハイダル遺跡
を目指す観光客には、これがウハイダル？これは一体
何？とついつい足を止めて覗きたくなる洞窟遺跡だ。
道路側（南側）から見ると高さ30mの岩山の絶壁に

洞窟が窓のように並んでいる。そこで背後に回って北
側の急斜面を見てみると、崩壊してしまったのか洞窟

* 国士舘大学イラク古代文化研究所
 Kokushikan University, The Instituite for Cultural Studies of Ancient Iraq

図 1　西アジアの遺跡

図 2　イラク西南沙漠遺跡
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はありそうにない。この絶壁の地層を見ると下層が砂岩、上層は泥灰岩となっている。最上部を詳細に観ると
石膏と泥灰岩の層が互層となって平行線をなしている。この泥灰岩層に洞窟が掘削されているのである。この
島状の洞窟のある断崖は南北約100km、恐らく断層で出来たのであろう、この断崖が徐々に浸食され、やがて
島状に残ったと思われる。この島状の岩山に無数の洞窟が掘られているのである。
遺跡の南側は絶壁のため洞窟に入ることはできないが、西北側の斜面を登り、入口らしい所から洞窟の中を
覗く、すると中は真っ暗で、奥はさらに深いようで少々薄気味悪い。時々ギーギギーと蝙蝠の鳴き声が聞こえ
てくる。洞窟に何がいるか解らないのでなお不気味である。この壁を見ると綺麗な泥灰岩の壁面で掘削した痕
跡の鑿痕は見られない。洞窟はこの泥灰岩層に南北東西に直交して走るクラック（割目の溝）を利用して掘削
されたらしいが、自然に出来たようにも見える。またこの洞窟群を一体何のために、何時ごろ、誰がこの岩盤
を刳り貫いたり、利用したりしたのかと疑問を持つのは当然であろう。この謎を解くべく発見者藤井秀夫教授
を中心として第一次の調査が行われることになった。
尚、このイラク西南沙漠アッタール洞窟の発掘調査の第一次から第四次の1970～1975年までの発掘報告は

Hideo FUJII ed. 1976「AL-TARI」Kokushikan Universityに刊行されている。

第一次発掘調査（1971年3月～1972年10月）

1971年3月、発掘を始めてまもなく、英字新聞に赤い血痕がついて出土したこともあって、この洞窟から
出土する遺物の見解が “新しい” と思われることになり、粗い発掘となったことは歪めない。それでも織物や
土器片を含むいろいろな種類の遺物が採集された。また内部の洞窟群をAグループ、Bグループ、Cグループ、
Dグループ、E1グループと別けられたが、それぞれのグループの洞窟群がジグザグに曲がっていながらも、互
いに通じていることが判明した。また不思議なことに天井が平坦で、床面の段差が2m以上の凸凹になってい
る所もあり、その洞窟には泥灰岩の礫が天井近くまでぎっしり埋まっている場合や逆に何も堆積していない空
洞の部屋（Aグループ）の場合もあることから、これらの部屋が何のために掘削されたのか、大きな問題とし
て残った。これらの状況は平面図、断面図によって示されている。また墓に利用された痕跡も見られたが、人
骨が割れたり、折れたりしている上に、荒らされている状況で、織物の断片、皮革製品の断片、ビーズ、ガラ
ス片、土器片なども出土したが、どれも少量でかつ断片的であることから、洞窟の掘削目的、利用目的、それ
らの年代を想定するには更なる詳細な層位的な調査とそれらからの出土資料を必要とした。
メンバー
　　藤井秀夫　　団長　　国士舘大学　教授
　　井　博幸　　考古学　国士舘大学
　　戸田有二　　考古学　国士舘大学　助手
　　高松勝彦　　ボランティア
尚、この発掘調査は海外協力事業団（OTCA: Overseas Technical Cooperation Agency）の助成によるものである。

図 3　アッタール洞窟 A 丘の平面図と断面図
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第二次調査（1973年2月～1973年5月）

E2-1洞窟：1973年2月18日～2月24日、E2-2洞窟：1973年2月28日～3月4日、E2-3洞窟：1973年3月6日～
3月17日
第一次の発掘調査によって、洞窟内に出土した遺物の中には古い時代のものも存在すること、洞窟が墓に
利用された時期があったことなどが明らかにされたが、この洞窟は人工による掘削で何の目的で掘削されたか
と言う疑問を追及するため、考古学、美術史、建築史、地理学、水文学、また分析の専門家として年代測定
（学習院大学木越教授、岩石学（山田久男教授）形質人類学（京都大学教授石田英実）などの協力を得ながらの
調査となった。尚、この調査は、藤井秀夫、榊原吉郎の両専門家を派遣した海外協力事業団（OTCA: Overseas 
Technical Cooperation Agency）による助成によって成された。
メンバー
　　藤井秀夫　　代表者　国士舘大学　教授
　　榊原吉郎　　美術史　京都市立大学芸術大学　助教授
　　松本　健　　考古学　国士舘大学　助手
　　竹村利之　　建築史　国士舘大学　
　　河名俊男　　地理学　東京大学
　　牛木久雄　　水文学　
　　Abudul Razak
まずA丘の全体の図面即ち正面図、側面図、断面図などを作成する必要があったが、この巨大な島状の岩山

をどのように図化するかは専門的技術を必要とした。また真っ暗な洞窟内での発掘やその撮影についても同様
に専門性が求められた。また、その撮影したフィルムを自ら現像し、その写真を考古局に提出する必要もあ
り、カルバラの宿舎に暗室を設けての写真現像・焼付けを行いながらの調査となった。そして、野外調査で最
も重要なのが、運転である。こうしてアッタール洞窟から西方向へ5kmほどのワディ・ウバイド沿いにある
半住半牧の集落スバイ、部族名はシャンマル・ザグロータイ（シャンマル族の一派）の村人7人ほどを雇って、
発掘を始めることになった。まず未発掘の単独の洞窟を成すE2グループの発掘に取り掛かった。この洞窟は
単独の部屋を成し、それぞれの洞窟の入口付近が崩れ、狭くなっていたがテラスで繋がっていた。また洞窟内
部の高さも人が立って居られるような170cm以上の高さで、洞窟内部の広さも仮住いには適しているように発
掘前から推測できた。また洞窟入口からは南側即ち道路側また西側が良く見えることもあって，遺跡の近くの
往来を監視するにはE2-1、E2-3は適しているようであり、E2-2は狭く、拡大していく途中のように思えた。

E2-1洞窟（平面図は図3を参照）

I層：岩盤上に小さく砕かれた泥灰岩の破片が埋まっていた。
II層：ナツメヤシの種（A-06）BP3040±85（BC1090）
　 　岩盤上に堆積した砂の上で火を炊いたのであろう灰が堆積した同時に周りにナツメヤシの種が散乱してい
た。一時的に火を炊いて、ナツメヤシなどを食べたのであろう。

V層：ナツメヤシの種（T-03）BP2350±90（BC400） 
　 　砂中であるが火を炊いた層が出土し、周辺にナツメヤシの種や土器片が散乱していた。これらの土器片は
新バビロニア時代のものと思われるが、土器片が出土するということは土器が必要な儀式や生活が行われ
た、或は、長期生活が行われた。通常、遊牧民は土器、ガラスのような壊れやすい器は所持しない。

VI層：埋葬、BP1780±250（AD170）
　 　砂中であるが絨毯に包まれた人骨、ガラス器、ビーズなどが出土し、墓に利用された。しかしこれらは完

図 4　E2-1 洞窟断面図 図 5　E2-2 洞窟断面図 図 6　E2-3 洞窟断面図
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全な埋葬状況ではなく、埋葬後荒らされたようである。他の埋葬時期と同時期と言える。

E2-2洞窟
I層：礫層、灰、ナツメヤシの種混じり（T-17）BP2600±100（BC650）
II層：割れ目などに蝙蝠の糞、小枝（V-16, 17, 18）BP2470±90（BC570）
III層：砂層、土器、織物などが混在 .

E2-3洞窟
I層：礫層、鉄製鏃出土
II層：礫層、灰層、ナツメヤシ種（T-28）BP1510±80（AD440）
III層：砂層、土器出土
IV層：灰層、土器片、フリント、 ガラス片、小枝（V-28）BP1280±90（AD670）
V層：砂層

このE2グループの発掘調査は層位を留意しながらの調査を行い、その結果、E2-1、E2-2、E2-3洞窟で一時
的であれ生活に使用していた痕跡の灰層が発掘された。また洞窟はE2-1、E2-2、E2-3の順で掘削されたよう
である。これらの調査結果として年代順に記してみる。
1．BC1090前後でE2-1（I層）の岩盤上での仮住いはBC1090前後の新アッシリア時代の初めで最も古い時期で
あった。
2．BC650年前後の新バビロニア時代のE2-1（IV層）とE2-2（I層）の岩盤上での生活面がある。
3．BC570前後の新バビロニア時代のE2-2（II層）恐らく一時的な掘削時期、またE2-3（I層）がこの時期に掘削
され使用されたか、鉄製の鏃の年代が決定付ける。
4．AD170前後ローマ帝国時代／パルティア時代の埋葬E2-1（VI層）
5．AD440年前後のビザンツ時代／ササン朝時代のE2-3（II層）　灰層の生活面
6．AD670前後のイスラム初期のE2-3（IV層）　灰層の生活面
このようにE2-1、E2-2が仮住まい或は監視部屋かもしれないが住居に利用された、またアッタール洞窟は
紀元1世紀頃から3世紀頃に、墓に利用されたことが解ってきた。これらの洞窟は紀元前1100年頃から何時も
アッタール洞窟の何処かが、掘削され、また墓のように何等かが利用されていたことが明らかとなった。

F-1洞窟、F-2洞窟、F-3洞窟の発掘調査

F-1洞窟：1973年4月7日～29日（平面図は図3を参照）

I層：混ざっているが人骨、小枝、織物片などが出土、（V-50）小枝BP2240±80、（BC290）
II層：大きい（1m×1m）の皮革、その年代（SK-38）皮革BP1730±80、（AD220）
III層：皮革、人骨、織物片、II層と関係するであろう。
IV層：礫の中に皮革、人骨（女性）、織物片出土。
後に撹乱を受けているようである。

図 7　F-1 洞窟断面図 図 8　F-2 洞窟断面図 図 9　F-3 洞窟断面図
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F-2洞窟：1973年5月2日～3日
洞窟も小さく、堆積も少ないが、礫に混じって僅かに人骨と織物片、ナツメヤシの種が出土。そのナツメヤ
シの年代測定。（T-32）ナツメヤシの種、BP3020±130（BC1070）

F-3洞窟：1973年5月6日～30日
I層：人骨、皮革、織物片、小枝などが礫とともに混在。その小枝（V-75）BP1450±80（AD500）、特に綴れ織
りで織られた人物像のパッチワークが出土している。
II層：I層と同様の堆積状況で人骨、皮革、織物片、小枝などが礫とともに混在、その層の境には少々の灰と
蝙蝠の糞があった。小枝（V-67）BP1830±95（AD120）
III層：ブルーのガラス片、人骨（3人の成人、3人の子供）、獣骨、織物片、小枝が表層付近の砂層から出土。
その小枝（V-56）BP3350±130（BC1400）
F-1、F-2、F-3洞窟の堆積層は何れも撹乱を受けて人骨、織物片、皮革片などが混在して層位も逆転している。
従って埋葬に関しても撹乱を受けていることからその形態は不明であった。ただ織物の断片としてワッペンが
出土し、そのデザインから時代的にもこれらの埋葬がイスラム以前のものであろうと推定された。

第三次アッタール洞窟発掘調査

F-4洞窟：1973年11月3日～1974年2月19日、F-5洞窟：1973年9月19日～11月9日、F-6洞窟：1973年9月19

日10月26日
松本は第二次調査が終了した後もカルバラの宿舎に残り、出土遺物を整理することとなった。この宿舎では
作業員、シャイブ村のファー㆑スとともに整理をすることにした。
そして、1973年9月に第三次調査が始められた。
メンバー
　　藤井秀夫　　調査団長　国士舘大学教授
　　河名俊男　　地理学　琉球大学　助手
　　江上波夫　　考古学　東京大学　名誉教授
　　松本　健　　考古学　国士舘大学　助手
　　戸田有二　　考古学　国士舘大学　助手
　　大沼克彦　　先史考古学　南山大学卒業生
　　竹村利之　　建築史　ス㆑マニア大学講師
　　木村重信　　美術史　大阪大学教授
　　石田英実　　形質人類学　京都大学助手
　　三上勝也　　社会人類学　天理大学助教授
　　杉田くるみ　考古学　ロンドン大学卒
　　Abudul Razak
尚、この発掘調査は文部省科学研究費の助成によって実施された。

図 10　F-4 洞窟断面図 図 11　F-5 洞窟断面図 図 12　F-6 洞窟平面図・断面図
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F-4洞窟：1973年11月3日～1974年2月19日（平面図は図3を参照）
I層：洞窟内の床面が凸凹し、その差は4mにもなろうかとするくらいに掘削され、そしてその後直ちに掘削さ
れた泥灰岩の破片、ここでは礫と呼んでおく、が埋められている状態で、天井にも届くくらいにびっしりと洞
窟内が埋められている。ただまったくその礫が堆積していない部屋がR1とR4である。この堆積状況はA～E1
グループの洞窟内と同様であり、因みにその中で堆積のないのがAグループである。
その深い岩盤上に堆積した礫層の I層で焚き火をした灰のナツメヤシの種の年代を測定すると
（A-07）BP2750± 75（BC800）、（A-03）BP2790±90（BC840）、（T-09-2）BP2810±90（BC860）、（T-01-1）
BP2520±90（BC570）
またRoom 1の堆積中の小枝は（W-76）BP3300±80（BC1350）、Room 6の小枝は（W-75）BP2430±190（BC480）
であった。
II層：礫層が I層にさらに天井付近まで堆積している。
III層：入り口付近の砂層に埋葬と思われる状況が出土した。人骨が大布（H型文様）に包まれた状況でビーズ
なども出土した。人骨は2体の子供、3体の大人（1体が女性、2体は男性）。大布の年代測定（Cl-31）BP1810±
70（AD140）

F-5洞窟：1973年9月19日～11月9日
I層：礫が深い箇所に埋められていた。
IIh層：固く固まった砂の表面があり、そこに埋葬されていた人骨、織物、皮革製品などが出土。織物（Cl-93）
BP2490±90（BC540）
IIs層：人骨、織物、皮革などの破片が集められていた。R4の IIhの上に出土した織物（Cl-61）BP2090±90、
（BC140）

III層：R3の IIsの下に発掘された人骨、織物、皮革のその織物（Cl-1008）BP2020±65（70BC）、2体の成人（1

体男性、1体女性）

F-6洞窟：1973年9月19日10月26日
入り口付近の小部屋
I層：岩盤上に焼けた痕跡とナツメヤシの種（sample-46）BP2450±90（BC500）
II層：入り口付近の小さな空間の砂と礫層のなから人形の形に形作られた泥灰岩破片に刻線で刻まれた人物像
が出土、埋葬に関係するものであろうか。
Room 1

洞窟掘削時期か
II層：葦製の色ゴザと皮革（100cm×75cm）が敷かれ、その上に絨毯が敷かれていた。その上に人骨が綴れ織
りの織物で包むようにして出土した。その周辺に金銀のネック㆑ス、皮革製品、織物片、ビーズなどが出土。
織物（Cl-38）、BP2090±95（BC140）、F-6出土のワッペンなど
III層：砂層
埋葬後砂が堆積しているが、その埋葬の上に大き目の砂岩が乗っていた。
Room 2
I層：砂層
II層：人骨、織物、ゴザ、皮革製品が出土。Room 1の埋葬に類似しているがその間は区分けされていたようだ。
Room 3
I層：砂と蝙蝠の糞の混じりで洞窟が掘削されて長年が経過したようだ。
II層：頭蓋骨、織物片、皮革片、ガラス製のビーズ更に砂岩も混じって不規則に堆積、恐らく後にRoom 2か
ら投げ込まれたのであろう。
人骨はF-6において7体の成人（3体の男性、1体の女性、他は不明）、3体の子供（2体の幼児、1体の若年層）
葦のゴザ（Cm-42）BP2200±90（BC250）
III層：砂層、蝙蝠の糞などを含む。

F-5、F-6洞窟においてはそれぞれ独立している洞窟であるが、掘削されたのはやはり古くF-6、Room 1の I
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層のBC1140と測定されている。F-5においても同様にBC1100頃であろうことは十分察することができる。そ
して埋葬期においては
F-5洞窟：IIh層の織物（Cl-93）BP2490±90（BC540）
IIs層：織物（Cl-61）BP2090±90（BC140）
III層：織物（Cl-1008）BP2020±65（BC70）
F-6洞窟：
Room 2の II層：織物（Cl-38）BP2090±95（BC140）
Room 3の II層：葦のゴザ（Cm-42）BP2200±90（BC250）
上記のごとく、埋葬の年代も紀元前のBC250～BC70にあって、アッタール洞窟群の墓に在っては最も古い

年代と言える。またF-6洞窟は10体もの遺体：7体の成人（3体の男性、1体の女性、他は不明）3体の子供（2
体の幼児、1体の若年層）が埋葬されており、しかも副葬品や織物もワッペンも2個も使用されていた。これ
らのワッペンは人物像が縦糸に沿って縦織りに織られており、他のいくつかのワッペンよりも古い形式かも
しれない（因みに縦糸に沿って人物文様が横位置に織られているものはF-3, C-16, C-17, C-12出土のワッペン）。
また埋葬はF-5では少なくとも（BC140）、（BC70）の2度、F-6では（BC140）、（BC250）の2度以上にわたって
埋葬されていたことが明らかであり、個体数もF-5では2体の成人（1体男性、1体女性）、F-6では10体と多い。
これらの洞窟は家族墓して使われていたのであろう。特にF-6洞窟の埋葬は保存が良好で、そのゴザ、絨毯、
織物、皮革品、またビーズ、耳飾、花飾りなど装飾品もあって、アッタール墓群の中では豪華であったと推察
される。

埋葬について
Fグループ（F1, F2, F3, F4, F5, F6）の発掘の結果。埋葬に利用されていた洞窟はF3、F4、F5、F6であり、そ
れらの墓からは遺体を巻いていた織物、一番下に敷かれたゴザ、その上の絨毯、埋葬全体を覆っていた皮製品
が出土した。F4の人骨、H型、人物文様の織物、F6の人骨、ゴザ、皮革、葡萄唐草文、人物文の織物、金製
の耳飾りなどが出土したこと、これはこの埋葬の外側に覆うように掛けられていた上等の薄布である。これら
の羊毛の薄布、そしてその布に綴れで織られたH、Γなどの貝紫色に染められた文様などから、これらの墓に
埋葬されたのは聖職者と思われる。このように墓としてこの洞窟群が利用されていたことは明らかになった。
またこれらから出土した織物のデザインも含め、土器片、ガラス器などの出土物から1世紀～4世紀頃のもの
と推定される。

一方、如何にこの洞窟を造ったかと言う疑問を解明すべく、鑿痕の調査を行った。その結果いろいろな種類
の鑿が使用され、三日月形にクラックを利用し、掘削している工程が明らかにされた。ただ浮き彫りのような
痕跡は洞窟内部や外観からは見つからなかった。依然、何時ごろ、何のために、この洞窟が掘削されたのかが
解決されなかった。

第四次アッタール洞窟調査（1975年8月～1976年3月）

メンバー
　藤井秀夫　　研究代表者　国士舘大学イラク古代文化研究所　教授
　松本　健　　考古学　　　国士舘大学イラク古代文化研究所　講師
　大沼克彦　　先史考古学　国士舘大学イラク古代文化研究所　講師
　和田克彦　　考古学　　　愛知県立衣台高等学校　教員
　稲岡裕江　　考古学　　　ルーブル美術館
　河名俊男　　地理　　　　琉球大学　助教授
　松尾順子　　染織　　　　文化女子大学　助教授
　成瀬信子　　染織　　　　文化女子大学　教授
　石田英実　　人類学　　　大阪大学　助教授
　山田久男　　岩石学　　　東京工業大学　名誉教授
　菅原　信　　写真家
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　Nadir al-Rawi　イラク考古総局
　Sabah al-Kadi　イラク考古総局

アッタールB、C、D丘の洞窟の分布調査
H.FUJII, T.KAWANA, K.MATSUMOTO, K.OHNUMA, K.WADA and H.INAOKA, 1985: Preliminary Report on 

the 4th season of Excavation at Al-Tar Caves p.3-p.66, Rafidan Vol5-6, 1984-85に報告されている。
A丘に連なる洞窟群B丘（No.1～313）、C丘（No.1～32）、D丘（No.1～135）の洞窟分布とその分析と分類を
行った。その結果、1つ目のグループとしての特徴として、A丘に類似してB丘、C丘には洞窟が高い位置に
掘削され、梯子なくして入れない洞窟であり、そしてその洞窟は人が立てるほどの高さを有し、その洞窟内に
は砂が厚く堆積している洞窟が多く、それらは墓に利用されていた可能性が高い。

2つ目のグループはD丘に多く見られ、崖錐を利用して容易に洞窟の入り口に達するところにある洞窟で、
それらはクラックを利用して、三日月状に掘削して造られた狭い洞窟であり、中にはトンネル状の狭い洞窟を
成し、人がやっと匍匐前進して進めるくらいの狭い洞窟である。これらの中には奥行きが途中で直角に曲がっ
た長さ20mもある洞窟もあった。

3つ目のグループは1つ目の大きい方形の部屋と2つ目の小さくて細くてクラックに沿って掘削された部屋
を併せ持つグループ。
これらは一体何のために掘削されたのかと疑問に対して、一つの可能性として考えられるのが、クラック
や洞窟に棲む蝙蝠の糞を集めるために掘削された洞窟が2つ目のグループの洞窟で、洞窟掘削の本来の目的で
あったのではないか、それらが徐々に拡大して3つ目のグループとなり、そうしてA丘のような巨大な洞窟群
の1つ目のグループとなっていった。蝙蝠の糞については、近年まで庭などに施す肥料として、高い値段で取
引されていたことが知られている。
こうした調査結果を受けて、その中の墓に利用されていると思われたC-12とC-17洞窟がそのシーズン発掘
調査された。

C-12洞窟の発掘調査
第4次調査概報（C-12、C-17）については下記の通り報告されている。
H.FUJII, T.KAWANA, K.MATSUMOTO, K.OHNUMA, K.WADA and 

H.INAOKA, 1985, Preliminary Report on the 4th Season of excavation at 
Al-Tar Caves, pp28-50, Rafidan vol.V-VI, 1985-1986 Kokushikan University 

C-12洞窟は崖線から狭い通路のような長い部屋には砂が堆積して
いたが、その表層より既に布切れなどが観察されたことから、埋葬が
予想された。発掘の結果、細長い通路状の部屋には絨毯、またHの紫
色の文様が綴れで織られた織物、そして人骨、鼻輪などが撹乱されて
出土した。恐らく墓として洞窟が移用されたのであろう、それらの織 図 13　C 丘（C-12、C-16、C-17 洞窟が並ぶ）

図 14　C-12 洞窟の埋葬状況
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物のからA丘に観られる埋葬と同様の年代と推測された。ただ埋葬後、撹乱を受けたものと思われる。
C-12の絨毯（Gak-6464）の年代はC14年代測定によるとBP2000±100 

C-17洞窟の発掘調査

C丘の洞窟群にはC-16、C-12などの洞窟が半島状になった断崖の高い位置に掘削され、細長く廊下のよう
に、また方形の部屋状に洞窟が造られている。C-17も同様に梯子がなければ上れない。洞窟の表面は元来
もっと前面に岩壁が出ていたであろうが風化によって浸食されていったようである。そして現在のように風化
を受けて脆い状態となっているが本来もっと前にあった壁も天井部分も崩れ、床部分だけが残り、そこには崩
壊した、或は掘削時の礫の堆積を残していた。そのC-17洞窟の発掘経過を順に解説してみたい。
1．洞窟の入り口に当時閉塞していた痕跡を確認する。
そこを梯子で登ると、洞窟の入り口に砂岩の塊が3段ほど積まれていた。これは明らかに入り口を閉塞してい
た痕跡を示している。そこで、その開いている部分の天井や壁を観察すると、閉塞する壁の隙間部分に泥で埋
めたであろう泥が付着して残っている。これからもこの洞窟が閉塞されたことがわかる。
2．表層の砂の層を発掘する。
洞窟内を覗くとあまり奥行きはないが砂が天井付近まで堆積している。これらは所謂風成砂と言われるもの
で風によって運ばれてきて堆積したのであろう。実際砂粒は細かく、触ると埃になって洞窟内を飛びまわる位
だ。まず、その平面図や断面図をとって、砂の層を取り除いていく。砂の堆積状況を観察すると、平行になっ
た植物の小さい葉のような、埃のような物が混じった平行線が観察され、これが季節によって風によって運ば
れてきて、堆積したのだろうと、これがまた年輪のように毎年積み重ねているかもしれない。しかし、砂の層
の断面を垂直に作るのは難しく、直ぐに崩れてしまう。その風成砂の堆積は30cmくらいであろう。
3．人骨が集められた状態で発掘された。
それでも20cmほど掘り下げると、人骨、織物の断片が出てきた。
そして、一箇所に人骨が寄せ集められたようにして出土した。
4．布や皮革で包まれた人骨が屈葬状態で発掘された。
また、ほぼ同じ㆑ベルで皮革や布で包まれた遺体が屈葬の状態で出土した。
ただ頭骨はなく、恐らく前述の如く寄せ集められたためであろう。
5．埋葬状態を解体していく。下半身を覆っていた皮革を外す。
まず下半身に覆ってあった皮革を外す。この皮革には糸で模様が縫われている。本来は袋のようなもの、或は
簡単な鞍のようなものであったかもしれない。
C-17の皮革（IV-MK-1341）の年代はC14年代測定によると（GaK-6463）BP1750±140 （AD200）
6．その皮革の内側に薄い白地の布の小片が付着していた。これは下半身に巻いていた肌着にあたるものだろう。
7．屈葬状態の人骨を取り外す。
8．人骨の下半身の部分を包むかのようにした無地の薄い布が出土。6. の薄い白地の布片と同じものであろう。
9．その下に遺体全体を包んでいたかのように大きな布地が出土。
10．遺体を巻いていた布をさらに2本の布切れの帯紐で縛っていた。その状況の痕跡が明瞭にわかる。
11．その布で巻かれた遺体の下には絨毯を三つ折にして敷いていた。それは階段紋が織られた絨毯で大きさ

図 15　C-17 洞窟の埋葬状況
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2m×1mの大きさであった。
C-17の絨毯（IV-MK-1382）の年代はC14年代測定によると（GaK-6462）BP2030±110（BC60）
12．絨毯の下にはゴザが敷かれていた。このゴザや三つ折にした絨毯の大きさから、埋葬の大きさは1.2m×
1m位であったろう。また顔の前には木器が置かれていた。木器は虫に食われてしまったのか輪郭だけをよう
やく確認できた。
13．このほかにもワッペンの断片や橙色のチェックのモダンな文様である薄い布地も発掘されたが、これらは
本来皮革の上から全体を包むようにして被せてあったのだろうが、それらが動いて片側に縁ってしまったと思
われる。何故なら皮革の周りから偏って出土しているところからもこのように推定できよう。この最も外側に
全体を包むようにして覆っていた布地こそ、ワッペンなどが付けられていたと考えられ、それらは他の洞窟か
ら出土したH型、Γ型、葡萄紋、人物像が織られた宗教的な意味を持つ、またシンボルであったと思われる。
そしてこの時代はC14年代による測定でもAD300くらいを示している。

第五次アッタール洞窟調査（1977年10月25日から12月20日まで）

C-16についても1977年10月25日から12月20日まで第五次アッタール遺跡発掘調査を実施し、その結果
C-12同様の埋葬状況を確認している。
この調査報告は井1986：第五次アッタール洞窟調査、p.1-p.22, Al-Rafidan Vol.7, 1986に報告されている。
洞窟はC-12、C-17と同様に半島状の中に並んで掘削されていたが、その中でもC-17は半島の幅即ち20m程
を細く刳り貫いて造られた洞窟であり、現在は風化を受けて、貫通している状態だが、当初は奥深い洞窟だっ
たかもしれない。埋葬状況は盗掘などで荒らされており、従来の状況は把握出来ないが、残存する埋葬の痕跡
から、H、Γ人物像のワッペンも出土しており、聖なる人物が埋葬されていたことが伺える。
メンバー
　　藤井秀夫　　代表者　国士舘大学イラク古代文化研究所　教授
　　井　博幸　　考古学　国士舘大学イラク古代文化研究所　教授
　　浜野健也　　岩石学　東京工業大学　教授
　　牛木久雄　　水文学　東京工業大学　
　　日下部実　　鉱物学　富山大学　教授
　　サラハディーン・ハミド・フェリド　　イラク考古総局
　　ファラー・アブドルハーディ・アビド　イラク考古総局
C-16のナツメヤシの実の年代は（Gak－7453）BP2840±120（BC890±120）
C-16のナツメヤシの実の年代は（Gak－7454）BP2600±110（BC650±100）
上記の年代測定を追加した。

図 16　C-16 洞窟の埋葬状況
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まとめ

A丘、C丘（C-12, 16, 17）の発掘結果とアッタール洞窟周辺の遺跡群の分布調査の成果をあわせて、アッター
ル洞窟群の歴史的位置づけについて列挙してみる。

1．アッタール洞窟群のそばの断崖の斜面にある旧石器時代のタール・ジャマル遺跡、アブジェ、ハフナット
にも石器が分布していたことから、旧石器時代からこの砂漠地帯が活動の場であったことが理解される。
2．C14年代表からは紀元前1500年頃から、この洞窟が掘削され、或は利用されていたことが解る。これは洞
窟を掘削したときの泥灰岩の掘削破片（石屑）の堆積中に洞窟周辺に生えている植物の枝や根が出土したこと
から、これらのC14年代を測定して、その掘削時の時代を提唱している。この小枝などは糞を集めるときに使
われたり、焚き火をしたりする時に使われる。そうして蝙蝠の糞は邸宅の庭、果樹園の肥料につかわれていた
と思われる。そしてその後もこの蝙蝠の糞集めが続けられていたようで、洞窟内から出土する小枝や彼らが食
べていたであろうナツメヤシの種のC14年代測定がそれらを示している。この蝙蝠の糞集めは現在も行われて
いると思われるが、1970年代末までは少なくとも行われていた。

図 18　アッシリア時代の土器（F6 洞窟出土）

図 17　イラク西南沙漠遺跡群

シサーサ（アイン・タモル）
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スバイ

ハフナット
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ウハイダル オスマンニ・キャスル ラハリヤ ハーン・アル・ヌハイラ
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3．紀元前1000年頃のものと思われる土器が出土している。これらは特別なものでもなく、一時的に仮住居と
しての洞窟の床から出土した。この中期アッシリア時代の土器片が何故この西南沙漠に位置するイラク西南沙
漠のアッタール洞窟から出土したのか、不思議である。
ここで考えられるのが、アッシリア時代のアッシリアのアッシュールやバビロンのアラビア半島との関係である。
最も良く知られているのが、アッシリアの㆑リーフに刻まれているのが、アラビア人との戦いの場面で、らく
だに乗って戦うアラビア人たちである。すなわちアッシリア人とアラビア人の交易や交流、或は争いがすで
に10世紀のころにあったことを示している。またアラビア半島で最もよく知られているアラビアの都市がド
マート　アル・ジャンダル／Adummatuである。彼らは南アラビア、メソポタミア、パ㆑スチナに掛けて、紀
元前9～7世紀に、アドゥマトゥを中心に、Taima、Dedan(al-‘Ula)、Ha’ilで交易を行って栄えていた。また良
く知られているのが “アラビアの女王”、アドゥマトゥに居住しており、またアッシリアの碑文に記録されて
いる部族はQedar （ケダル）､ Sumu’ilu （スムイル）､ Idiba’il （イディバイル）、Thamud （タムード）、Ibadidi （イ
バディディ）、Marsimani （マルシマニ）、Khayapa （ハヤッパ）である。他にアラブとして呼ばれているのは
Tema(Taima)、Sheba、Massa、Badana、Hatti、Me’unites、Nebaiothの人々である。アッシリアはこれらのアラ
ブに対して非常な関心を寄せていた、というのもかれらは交易をとおして巨万の富を得ていたからである。そ
れらの交易品のリストには多くの種類の香辛料、金、宝石、象牙、馬、羊そしてもちろんらくだが大量に含
まれていた。紀元前9～8世紀のアラブの台頭は同時にシリアのダマスカス、ヨルダン、パ㆑スチナの大小の
王国やシリアのダマスカスのアラム王国の出現とともなって同時に起こっていた。すべてはアッシリア帝国
の発展の攻撃目標となった。しかしながら紀元前704年のセンナケリブの同意まで、アラブ自身は南シリアと
パ㆑スチナの部分に居住が許されていた。ただ紀元前704年以後アッシリアは方針を変え、Sennacherib （704-
681BC）、 Esarhaddon （681-669BC）、Assurbanipal （668-627BC）はGedarのような部族やAdummatuに対して連続
して軍事行動を起こしている。アラブ半島の交易のアラブ支配は、それらは危険で魅惑的であり、経済的強大
な力を有することの両方を意味している、恒久的な支配の困難を成すのは移動性と遠隔地に起因であることに
している。
この沙漠の中の都市ドマート　アル・ジャンダルとアッシリアとの交易があったことが記されている。この都
市はメソポタミアへにはワディ・ウバイドを通って最短距離でバビロンへ行くこともできる上、西のヨルダン、
さらには地中海へにもWadi al-Sirhanを通って行ける、またアラビア半島への道にも繋がっていく、このよう
にドマート　アル・ジャンダルは謂わば沙漠の重要中継地点であった。このようなアラビア半島さらにはヨル
ダン、東地中海沿岸との交易にもワディ･ウバイドが利用されていたことがこのアッタール洞窟から出土の土
器片などの遺物から十分推測できる。

図 20　634 年のアラビア
（ドマート　アル・ジャンダル博物館解説より）

図 19　アラビアの交易ルート（600BC ～ 622AD）
（ドマート　アル・ジャンダル博物館解説より）



Note：イラク西南沙漠遺跡研究―アッタール洞窟の発掘調査をとおして

| 37

4．さらにアラビアとの関係はアッタール洞窟E1-3から出土した完形の土器2個が注目される。この土器の形
式は新バビロニア時代の土器に相当し、2003年に国士舘大学調査団がキシュを発掘したときに類似の土器が
出土した。その土器はバビロンにおいても確かに同型の土器が確認された。これによってバビロンからアッ
タール洞窟そしてワディ・ウバイドを通ってアラビアへ往来する交易路がここに存在したことを証明するもの
であり、その交易路にこにアッタールが位置していることが明らかとなった。

図 21　新バビロニア時代の土器（アッタール出土：左 2 個、キシュ出土：右 2 個）

このことを更に発展させて考察すると、新バビロニア帝国の最後の王ナボニドスがアラビアのオアシス都市タ
イマに10年滞在したという史実を想起させる。その往復にアッタール洞窟に立ち寄り、そしてこのワディ・
ウバイドを通ってタイマへ行ったということが想定され、そのアッタール洞窟にナボニドスが立ち寄ったとき
に月神に捧げたのであろうか。その土器にはナツメヤシが入っており、また皮で被せたままで発掘された。そ
して、ナボニドス王が10年もの長い間、タイマに滞在していて、急遽帰国した時には、すでにバビロンはペ
ルシャのキュロス王によって占拠されていたのである。紀元前539年新バビロニア帝国は滅亡する。これらの
時期などは定かでないが、ナボニドスがタイマに行った事、そしてこのアッタールを経由して、ワディ・ウバ
イドを利用してタイマへの往来をしたことも間違いなさそうである。
5．アッタール洞窟群の墓の年代はおそらく1～4世紀ころのキリス
ト教化していないローマ帝国時代の末期にあたるであろう。アッ
タール洞窟の埋葬時期と同じ頃の周辺遺跡として教会が建設される
以前の時代のクセイルか、テル・ウハイダル、ユダヤ教の教会と言
われているシサーサ、ラザーザ湖湖岸の遺跡（ラハリア）、これら
はローマ帝国時代からの都市や集落であったと思われる。
アッタール洞窟の埋葬にH、Γなどが綴織で織られた大布が遺体を
覆うように被せてあったことは、下記に示したドゥラ・ユーロポス
のユダヤ教教会の壁画に描かれているようにモーゼをはじめ聖者が
纏っていたことを示すものであり、また後のビザンツ時代において
はキリストをはじめ12使徒や天使に限ってこれらのH、Γが使われ

図 23　アッタール洞窟の墓に埋葬された聖人が身に着けていた大布（H, Γ などのシンボル）

C-12 出土

C-12 出土

図 22　メソポタミアの神が浮き彫りにされている。
Qasr al-Hamra、Taima 出土、（前 9 世紀） 

サウジアラビア国立博物館蔵

F-4 出土
C-12 出土
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図 24　アッタール洞窟の埋葬に使われていた神々のワッペン

図 25　250 年頃、紅海を渡るモーゼ、ドゥラユーロポス、ユダヤ教教会堂壁画 
「初期キリスト教美術・ヴィザンティン美術」世界の美術、岩波書店

図 26　キリストと天使（サン・ヴィターレ寺院） 
アンドレ・パロ他、1973：ユスティニアヌス黄金時代、 

人類の美術、新潮社

図 27　432-440 年、ローマ、サンタ ･ マリア、マッジョーレ聖堂 
アンドレ・パロ他、1973：ユスティニアヌス黄金時代、 

人類の美術、新潮社
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ていたことがわかる。従ってアッタール洞窟に埋葬されていた人々は聖者とされる人の墓であり、その時代は
ビザンツ時代以前のローマ帝国時代の後半（1～4世紀）であったことがわかる。また人物像のワッペンは恐ら
く当時最も人気のあったローマ或は地元の守護神がワッペンとして身につけてられていたものであろう。今の
ところ聖者のシンボルとしてのH、Γとこれらの人物像がともに縫い付けられていたという証拠はない。むしろ
別固体で、これらの墓は聖者と人物像のワッペンをつけていた地元の有力者の墓地となっていたのであろう。
6．イラク西南沙漠地帯はユダヤ教やローマ時代のローマの神々からキリスト教への移行が進みつつあった。
また同時にこの砂漠地帯ではイスラム化という劇的変化が起ころうとしていた。
「ドーマの戦いの後、Khalidはal-Hiraに戻り、Abu Bakrによって、南シリアのヤルムークにおいて、イスラム
軍を支援し、ビザンチン軍に対して、直ちに進軍するよう要請が成された。他の伝承では、KhalidがDumat 
Jundalを陥れたとき、彼は既にカリフよりシリアへ続行するよう命を受けていた。それ自体が何であれ、
KhalidのイラクからDumat al-Jandalを経由してのシリアへの進軍は恐らく634年3月13日であった。」とサウジ
アラビアのドマート　アル・ジャンダルにある博物館では解説している。このことはイラク西南沙漠地帯がイ
スラム勃興に際して重要な地域であり、これらを制圧した後に、ヤルムークの戦いに望んでいることがよくわ
かる。
アラブ・イスラム軍が北へ進出のときに印したであろう碑文がワディ･ウバイドのハフナットに残る（図28-30
参照）（イラク博物館には模型が展示）。

碑文訳（日本語訳：江添誠）
In the name of God, the Merciful, the Compassionate.

慈悲あまねく慈愛深きアッラーの御名において
God is the greatest Great.

アッラーは最も偉大なり
May God be abundantly thanked and May God be praised

アッラーへ大いに感謝あれ、アッラーを讃えよ
morning and evening * O Lord of

朝も夕も　　われらが主たる
Gabriel, Michael and

ガブリエル、ミハエル、そして
Isrāf īl, forgive Layth (?) Ibn Yazīd

イスラフェルよ、㆑イス・イブン・ヤズィード
al-As’adi his early

アル＝アッサーディの彼の若き日の
sins and the ones that followed and (forgive) whoever says

罪とこれからの罪を許せよ、そして
Amīn. Amīn, O Lord of the worlds.

アーミーン、アーミーン、この世の主よと唱えるものすべてを（許せよ）
I wrote this inscription in

私はこの碑文を
(the month of) Shawwāl in the year four and sixty.

4と60の年のシャワール（の月）に記した

7．イスラム進出の一方ではキリスト教へと移行した教会のあるクセイ
ル、テル・ウハイダル、そしてそれらと同時代のシサーサなどがある。
またナジャフの北側のアッタール同様の断崖にあるドカキン（図35）、そのそばにある城壁に囲まれた中に8
世紀ころのキリスト教教会のあるアイン・シャーイヤ遺跡などが存在する（図31-34参照）。
8．その沙漠に巨大な城壁に囲まれた城砦或は宮殿と言われている8世紀末頃のウハイダル、またそのウハイ
ダルと関係していると思われる真南の砂漠に位置する出城のようなザバ遺跡、カルバラ台地にある城砦アト
シャン遺跡、物見の塔のムジダ遺跡（図36）、崖のそばの斜面に建てられた集落のスバイー遺跡、また三彩風

図 28　ハフナット

図 29　ハフナット碑文

図 30　ハフナット　ベドウィンマーク
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陶器が地表に散乱していた北西カルバラに位置するテル・ザハブ遺跡などが挙げられる、またアッタールA丘
のE2-1洞窟からも同様のアッバス朝時代の生活の灰の堆積床が発掘された。
ウハイダル（Ukhaidir）（図37-40参照）：イラク西南沙漠において最も代表的であり、そして堅固な城砦或は宮
殿遺跡である。一体何のための城壁に囲まれた建物なのか、と疑問を誰しもが思うところだ。地理的にはワ
ディ・ウバイドが西の沙漠から流れてラザーザ湖へ流れ込む下流域にある。そこはメソポタミア側から西の沙
漠地帯へ向かっての玄関であり、西に対しての睨みを効かす出城の役目を持つといっても良い。それほどまで
に西側の沙漠の勢力を気にしなければならないような時代であったのだろう。ただ唯一この遺跡について研究

図 31　アイン・シャーイヤ 図 32　アイン・シャーイヤ

図 33　十字架　アイン・シャーイヤ出土 図 34　十字架　アイン・シャーイヤ出土

図 35　ドカキン 図 36　ムジダ
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されたCreswellの名著「early Muslim Architecture」によると8世紀末のアッバス朝の Isa ibin Musaの宮殿である
と言われている（p.201）。ただ建築的にはヨルダンの東の沙漠、アズラックの西に建設されたウマイヤ朝の城
砦と極めて類似している。このようにこれらの時代の背景が凝縮されて、このアッタール洞窟に反映されてい
ると言っても過言ではない。
9．アッバス朝時代の後の時代の生活の痕跡は恐らくこれらは蝙蝠の糞集めの人たちによる一時的な滞在の痕
跡くらいで、その他の墓など、特徴的な痕跡は見当たらない。ただオスマンニ・キャスル（図42）と呼ばれて
いる建築物がカルバラ台地の西端に残存していることから、恐らく西の沙漠地帯から運ばれてきた物に対する
監視場所或は税関であったのだろう。実際我々がアッタールで調査している時にもサウジアラビアから車に
乗って、ワディ・ウバイドを通って、イラクに入ってくる人々にも出会ったことが何度かあったし、メッカ詣
でにもこの沙漠のルートが利用されていることが解っている。このようにこのワディ・ウバイドが古代より現
代に至るまで、アラビアとメソポタミアを結ぶ交易に、また交流に利用されていたことがあきらかとなった。
そして、そのワディ・ウバイドの東端の河口でアッタール洞窟が一時的な住居に、また監視所などの中継地に
そして恐らくクセイルの人々の墓に利用されていたことが判明した。

図 37　ウハイダル 図 38　ウハイダル

図 39　ウハイダルとベドウィン

図 41　ハーン・アル・ヌヘイビ

図 40　ウハイダル

図 42　オスマンニ・キャスル
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Abstract
The At-Tar caves in the southwestern desert of Iraq were excavated from 1970 to 1977, under the direction of Prof. 

Hideo Fujii. The results of their research were published on Al-Tar I and al-Rafidan, etc.
I would like to note some attributes through my experience in the research,

1. Two perfectly shaped bowls that were found in Attribute Group D of Hill A at the At-Tar caves are similar to the 
bowls from Babylon and Kish from the Neo-Babylonian period (6th century BC). On the other hand, as is commonly 
known, Nabonidus (555 BC – 539 BC), the last king of Babylon, spent ten years in Taima in Saudi Arabia. I imagine 
that he went from Babylon via the At-Tar caves and Dumat al-Jandal to Taima through Wadi Ubaid.

2. Further back in the Assyrian period (10th to 7th centuries BC), Arabs controlled the trade, especially of spices, gold, 
ivory, horses, sheep, camels, etc. between Arabia and Mesopotamia, and its trade centers are Dumat al-Jandal (ancient 
Adummatu), Taima, Dedan (al-Ula).  It also could be said that the Arabs, Assyrians, and Babylonians already knew 
Wadi Ubaid as the trade route between Dumat al-Jandal and Babylon via the At-Tar caves, since fragments of Assyrian 
pottery have been found in the At-Tar caves.

3. The graves in the At-Tar caves that might date to the Roman/Parthian periods (2nd to 4th centuries) were very 
important events. The occupants may have been one of the apostles or someone as like apostles that have worn a large 
cloth with the symbol “H” or “Γ”, and may also have worn a large cloth with patchworks of divine or human figures as 
one of the feudal lords in this area.

4. The Ghassan and Lahham Kingdoms existed during the Byzantine period before the advent of Islam in the desert. 
Then there was a massive movement related to the spread of Islam, as the Islamic-Arabic army moved from Mecca to 
Yarmouk through Thithata, Dumat al-Jandal in 634 AD, and a man carved his state of mind with the epigraph on the 
rock of Hafnat in Wadi Ubaid.

5. Islam spread throughout almost the entire southwestern desert of Iraq during the 7th and 8th centuries AD, but 
also coexisted with the Christian and Jewish faiths, in Shithata, Tell Ukhaidar, Quseir, and there was a church and 
monasteries in Ain shaiya and Ducakin caves in the desert near Najaf. Furthermore, the Ukhaidir palace was built in the 
desert by Isa ibn Musa of the Abbas dynasty and perhaps at the same time as Atshan, Mujidah, Zaba. There also were 
some Abbasid pottery shards in the E2-3 cave of the At-Tar caves.

As mentioned above, the At-Tar caves and its surroundings saw extensive activity as trade routes from the ancient 
Assyrian and Babylonian periods, and small Roman cities, small Christian or Jewish villages, and the Ukhaidir palace 
from the Abbasid dynasty were built, while – of course – the Bedouins have always been on the move in the desert since 
ancient time, and the gatherers of bat guano have also worked in the At-Tar caves since about 1100 BC, as calibrated by 
Carbon 14 dating.
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アッタール洞窟出土人物像綴れ織りについて
On the Human-figure Emblems by Tapestry-weave Technique from At-Tar Caves  

坂本　和子*
Kazuko SAKAMOTO

Abstract
At-Tar caves are located in the south-west desert in Iraq. The human-figure emblems were found among many 

kinds of textiles. Two portraits are identified as Dionysus decorated with vine leaves and fruit. The other portraits are 
identified as a king who wears a crown and a queen who puts on a headwear with jewel. Some of them are stitched on 
the tabby-woven cloth. It is considered that they were made in around 3rd century AD.

Ibn Khaldum mentioned that before Islam kings had placed upon their garments, either the portraits or likeness of the 
kings of the country, and had conferred them to high-lank of officers as a mark of honor. It seems reasonable to suppose 
that a high-lank of officer was buried with the emblems of the king and the queen.

It is assumed that four emblems were symmetrically arranged on the cloth.

1．はじめに

アッタール洞窟はバグダード南西約130km、古代都市バビロンの西約80km、カルバラの南西35kmの崖線に
添って存在する。洞窟は国士舘大学イラク古代文化研究所（隊長故藤井名誉教授）によって1969年に発見され
た。洞窟は1次利用として要塞説があり、2次利用は埋葬施設とされる。織物は1971年に始まり1984年まで6
次の発掘によって得られた主要な資料である［Fujii 1976, 藤井 1980, 藤井・坂本 1986］。色彩豊かな毛綴れ織り
のほか麻織物・綿織物・染物も出土し、現在イラク博物館・国士舘大学イラク古代文化研究所（世田谷地域交
流文化センター内）に分蔵されている。
綴れ織りのうち人物像が表された資料はアッタールにとって特徴的である。この人物像を解明することに
よってアッタール洞窟の性格が更に明らかになると思う。

2．人物像の特徴

人物像F6 C-38-12-1-IV （図1）7.2×5.3cm （縦×横 , 以下同じ）大のこの毛綴れ織り（図2）は毛平織りの布に
縫いつけられている。鋸歯文と城塞文に縁取られた枠内の人物は、顔の両側に葡萄の房と葉を付け、額にリボ
ンを巻き、頭飾りを載せている。髪は束ね、リボンを巻き両側に垂らしている。やや右を向いた顔はその目に
よって強調され更に右を向いているように感じられる。
この織物は人物の方向と織りの方向が一致している経織りである。額の部分の流し織り（図3）と左頬のく
さび状流し織り（図4）によって顔の立体感を表している。
葡萄の房と葉を身につけた人物は、モザイクやコプト織物にも見られディオニュソスとされている。おそら
くこの人物像はディオニュソスを表したものであろう［道明 1980］。

人物像F6 C-38（図5）は上に述べたディオニュソスと表現の仕方がよく似ていて、残存寸法は5.3×4.0cmで
経織りである。しかし、織りは粗く人物の表情は精彩を欠く。流し織りを用いているのは上の人物像を模倣し
たものと考えられる。

人物像C16 V-132（図6）7.2×7.9cmの毛綴れ織りは波頭文の枠内に人物が織り出されている。人物を囲む枠

* 国士舘大学イラク古代文化研究所 共同研究員
 Kokushikan University, The Instituite for Cultural Studies of Ancient Iraq, Co-researcher
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の外側に毛平織りの小さい断片が残っている。これはこの綴れ織りが毛平織りの基布に縫いつけられていたこ
とを物語る。人物は長めの髪をなびかせ、太い眉、大きな目、引き締まった口など力強く、見返りのポーズで
表されている。耳に真珠のイヤーリングを下げ、顔はやや右を向き目によって更に右向きが強調されている。
身につけたマントは右肩で留められている。
褪色して色の区別が付きにくいが裏から見ると僅かに黄味が残り、綴れ織りのはつり目が見えることから頭
部に王冠を頂いていたことがわかる。この王冠は直立したキタリスである。

フラウィウス・アッリアノス『ア㆑クサンドロス東征記』［大牟田 1986］：ア㆑クサンドロスが「勝利者た
る彼自身古くから身に着けてきたものデアデマ（髪飾り）を廃して恥じる色もなくそれを戦いに敗れたペ
ルシア風の直立したキタリス（王冠）と換えた…」

これによって分かるようにこの人物はペルシア風の王冠を身につけている。
この綴れ織りは、人物の方向と織りの方向が90度異なり緯糸方向と一致する緯織りである。立体感を出す

ために額、頬、首や衣服に流し織りが用いられている外、顔や首に暗から明に徐々に色を変える暈繝（グラ
デーション）技法が用いられている。
王冠を頂くこの人物は王を表したものと見て良かろう。

人物像C16 V-35（図7）7.1×7.6cmのこの綴れ織りは同じく波頭文の枠内に表されている。眉、口、大きな目
は上記の人物と同様であるが、目の色を変えソフトな感じを与え女性を表そうとしている。耳に真珠のイヤー
リングを下げ宝石の付いた帽子を被っている。顔はやや左を向き眼差しによって向きを強調している。残念な
がら衣服の部分は失われているが見返りのポーズを取っていたと見られる。
王の綴れ織りと同じ緯織りで、経糸の本数は同じなので、王の綴れ織りと同じ機で同時に織られたのではな
いかと考えられる。立体感を表す流し織りや暈繝の手法も全く同じである。
この人物は豪華な帽子を被り、王と対に織られ互いに向き合うような形で織られているところから王妃と見
て良かろう。

3．人物像の年代と制作地

既に述べてきたように人物の顔の表現は、パルチアやビザンツの正面観でもなく、古代エジプト・ペルシア
のサイド描写でもない。顔を左右どちらかにやや向けた斜め描写である。この表現方法はグ㆑コ・ローマン様
式である。王はその様式で表されながらペルシア風の王冠を載せている。紀元前から紀元後数世紀においてシ
リアからイラク西南沙漠に広がる地域はユーフラテス河を境に時によってローマあるいはパルチア・ササン朝
ペルシアの版図となった。従って、アッタール地域は両者の影響を受けても不思議ではない。
斜め描写の顔はとりわけ大きな目が印象的である。次に比較資料として挙げる同じ斜め描写の人物像が、実
在するがごとく写実的であるのに比べて、アッタールの人物像は非現実的で美化された像である。
プーシキン美術館所蔵のナイル神綴れ織り（図8）は3・4世紀のものとされる。蓮の実の頭飾りを付けた白

い髭をもつ老人の姿で表され、豊穣のシンボルであるコルヌコピアを手にしている。体は左を向きながら顔を
右に向けアッタールの人物像と同じポーズを取っている。顔・首・肩・胸に細いくさび状の流し織りを用い暈
繝手法を加えることで立体感を表し、肩から胸へ筋肉質な体を際だたせている。顔の表現は自然で写実的であ
る。これは経織りである。
中国ロプ県サンプラ出土の戦士像綴れ織り（図9）はナイル神と同じく3・4世紀のものとされる。右手に長

い槍を持ち、左を向いて少し上を見ている。細いくさび状の流し織りを用いローズの色調の暈繝手法を加える
ことで立体感を表している。目や鼻の表現は実に写実的である。この綴れ織りも経織りである。
スタインによってローランで発見された綴れ織り人物像（図10）は蛇の頭をもつカードゥーケウス

（caduceus）杖が表されていることでへルメスと見なされ、2・3世紀のものとされる。顔はやや右を向き大き
い目が印象的である。頬は僅かに細いくさび状の流し織りを入れ、それに暈繝手法を加えることで立体感を表
している。立体表現の方法は緯織りであるためかアッタールの王や王妃綴れ織りと類似している。
この様なグ㆑コ・ローマン様式の人物像は2－4世紀とされている。アッタール出土織物の炭素年代法によ
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る測定から、織物の主なものは1－3世紀とされる。また、人物像以外の植物文・波頭文・暈繝横縞綴れ織り
［藤井 , 坂本 1986］は同様の織物がパルミラ（1BC-3AD）やドゥラ・エウロポス（3BC-3AD織物は3AD）から出
土している。このような類似資料からアッタール出土人物像綴れ織りは1－4世紀のうち3世紀の可能性が最
も高い。
上に述べてきたように人物像綴れ織りは経織りと緯織りのグループに分けられる。それぞれ立体表現の仕方
に相違があり、また顔の表現は装飾的なものと写実的なものに分かれていた。これは制作地の違いを表すもの
と思われる。
アッタール出土ディオニュソス像には精巧な織りのものとそれを模倣した素朴なものがあった。これは精巧
なディオニュソス綴れ織りが地産でなく、綴れ織り技術の先進地域からもたらされたものと考えられる。王と
王妃の綴れ織りも同様に、経織り緯織りの違いから、別の綴れ織り技術先進地域から到来したものであろう。
あるいはそれぞれ注文制作されたものかもしれない。

プリニウス『博物誌』［Pliny 1967］「いろいろな色を一つの模様におり出すことは主としてバビロンで流行
した。それでその製法はバビロンと名付けられた」

プリニウスの『博物誌』が著された紀元1世紀にいろいろな色を一つの模様に織りだした織物とは綴れ織りに
他ならない。エジプト・シリア・メソポタミア・ペルシア由来の出土資料を見る限り［Bergman 1975, Pfister 
1934, 1940, Pfister 1945, Thurman 1979, Rudenko 1970］綴れ織り技法は既にかなり高度な段階に達していた様だ。

4．人物像綴れ織りの由来と被葬者の考察

イブン=ハルドゥーン『歴史序説』第3章［森本 2001］：「支配者の名前や彼ら特有の記号を絹や錦の外衣
に刺繍したり、あるいはそうした文字を織り込んだ絹織物を用いたりすることは王や支配者の華麗さを示
すもので、王朝のしきたりの一つである。…王の外衣がこのような刺繍や特異な織物すなわちティラーズ
で飾られるのは、支配者や支配者より少し身分の低い者がこのような外衣を着ることによって威厳を増す
ためであり、あるいはまた支配者があるものに栄誉を与えようとしたり、王朝の官職に任命したりする
ときに、支配者自身の外衣を与えることによってそのものを際立たせ、その威厳を増そうとするためで 
ある。
イスラム以前の非アラブ人の支配者は、王の肖像とかそのために特別に考案された図像のティラーズを
作ったものであった。イスラム教徒の支配者はそれを変え、彼ら自身の名前を縁起の良い言葉や神を讃え
る言葉と一緒に刺繍させた。…」

イブン=ハルドゥーン『歴史序説』第3章［Serjeant 1942］“Before Islam, the kings of Persia had placed upon their 
garments, either the portraits or likenesses of the kings of the country, or certain figures and images designated for 
this use. The Muslim princes substituted their names for the figures, adding other words considered to be of good 
augury, in praise of God. Under these two dynasties (the Umayyad, and the Abbasids), it was a most important and 
honorable concern.”

同じ部分の訳であるが、後者には意訳があるように思われる。いずれにしろイスラム以前に於いてそれぞれ
の国の王や支配者はその肖像かその類の人物像を表し、外衣に付け、功績などによって配下に下賜し、栄誉を
与えた事が見て取れるのである。
実際、イスラム時代のティラーズと呼ばれる布は王や皇太子の名、支配者の名と共に神をたたえる文言が、
連ねて織られたり刺繍されたりして今日まで保存されている。
アッタール洞窟を埋葬施設とした集団が王国規模のものであったなら、人物像はその王と王妃の肖像を意図
したものであったろう。あるいは、その集団がペルシアの支配下にあれば人物像はペルシア王と王妃の肖像を
美化したものであった可能性もある 1。あるいは、時代は一致しないが、図像の気品のある勇猛な表現から人
物像はア㆑キサンダー大王と王妃を理想の支配者として織り出した可能性すらある。
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従って、アッタール出土の王や王妃の綴れ織りは王または支配者が威厳を増すために織り出され、外衣に縫
い付けられた。そして、それらはいろいろの経緯で下賜され被葬者のものとなり、身に纏った状態で埋葬され
たと思われる。以上を考慮すると被葬者は貴族または高級官僚であったと思われる。

3世紀にペルシアで布教を許されたマニ教 2のマニ僧の像が後世トルファン高昌に壁画として残された。西
ウイグル王国時代の紀元10-11世紀の壁画であるが、それは3世紀から伝わるマニ僧（大きく描かれているの
でマニかもしれない）の姿を表していると思われる。そこには外衣に付けられた人物像の方形エンブ㆑ムが
見られる［Gulácsi 2001］。更に中国に普及し、14世紀のマニ教絵画にはマニ像やマニ教上のイエスが描かれ
［Gulácsi 2009, 森安 2010］、いずれも両胸・両膝にあたるところに小さい方形があり、枠内に人物像が描かれ
ている。これらの人物像の契機はイブン=ハルドゥーンが述べるような外衣に人物像を付けるという「しき
たり」から来たものではなかったか。このマニ教絵画に見られる人物像の方形エンブ㆑ム（セグメンタ）を
Jorinde Ebert 氏は究極的には古代後期（紀元後3－10世紀）の近東に由来し、そこからビザンツやイタリアの
キリスト教美術に導入されたと述べている［Ebert 2009］。この王朝の「しきたり」は宗教界にも取り入れられ
たようだ。
一方、ディオニュソス像はどうであろうか。キリスト教徒は葡萄酒を「契約の血」とみなした。ディオニュ
ソスは豊穣と葡萄酒の神であってその姿はキリスト教徒にも受け入れられたに違いない。従って、ディオニュ
ソス像を身につけた被葬者はキリスト教の一派に所属する高位の聖職者ではなかったか。ちなみにアッタール
洞窟からキリストやユダヤ教の祭司が身につけたH形文やΓ形文付きの法衣断片が多数出土している。出土資
料によって、この地域にユダヤ教、キリスト教が存在したことが証明されている。

5．人物像綴れ織りの配置

人物像綴れ織りは既に述べたように方形の枠内に織り出されていて、毛の平織りの基布に縫い付けられてい
た。この基布は実存の絵画から見ると外衣として身につけられ、イブン=ハルドゥーンのいう「外衣」にあた
るものである。マニ教絵画に描かれたマニやイエス像の両胸・両膝に人物像方形エンブ㆑ムが見られる。外衣
と人物像方形エンブ㆑ムの位置関係が最もわかるのは栖雲寺蔵のイエス像［森安 2010］である。外衣は地紋の
ある織り地に金や赤の縁取りを付け元代風になっているのだろうが、人物像方形エンブ㆑ムを布に付けるのは
3世紀からの「しきたり」を伝えている。
アッタール洞窟出土の他の長方形の法衣には上下左右対称にH形文様が織り出されていた（図11）。これら
の法衣はチュニックの上に巻衣として用いられた［Pfister 1945］。それに対して人物像綴れ織りは体を覆う大
きいショールのような一枚布に縫いつけられ、チュニックの上から外衣として用いられた様だ。栖雲寺蔵のイ
エス像の首を回るラインを布の一辺とし、腕でたくして、腕から裾までを左右それぞれ2辺、裾周りを1辺と
するとやはり長方形に4つの人物像方形が上下左右対称の箇所に配置されたと考えられる。そのうち王と王妃
は同じ規格で織られていて顔の向きが違っていた。胸の左右に向き合ように配置されたとするのは考え過ぎだ
ろうか。

6．おわりに

およそ1世紀から14世紀までの資料を使って、アッタール洞窟出土人物像について考察を加えた。綴れ織り
人物像の表現様式、立体表現の織技術から、人物像の制作年代と制作地を考え、また、その由来について史料
から確定し、被葬者を推定することが出来た。更に当時の衣服のあり方と衣制を、人物像綴れ織りを通して解
明出来たと思う。

註
1  以前に発表した論文（Sakamoto, Kazuko “A Re-consideration of the Human-figure Emblems excavated in At-Tar Caves in Iraq” 

Rogers, p. w., Jorgensen, L. B., and Rast-Eicher, A. (ed.) The Roman Textile Industry and its Influence, Oxbow Books, 2001, pp. 56-64.）
では、ディオニソス像の出土を考慮して、ゾロアスター教を国教とするペルシアの王は考えられなかった。しかし、当時の
アッタール地域は宗教の坩堝であり、家族内ですら信仰対象の相違があることから、ペルシア王も考慮の対象とした。

2 紀元216年にバビロニア地方の村〔青木 2010〕あるいはクテシフォン〔森安 2010〕で生まれたマニによって開かれた宗教でキ
リスト教・ゾロアスター教・仏教を取り入れた光と闇の二元論宗教、ササン朝ペルシアのシャープールⅠ世の庇護を受けペ
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ルシアで布教を許された。早期は西の方ローマ帝国・エジプトに広まり、シャープールⅠ世の死後ペルシアでの布教は禁止
され、マニは捕らえられ277年獄死〔青木 2010〕あるいは処刑〔森安 2010〕されたが、マニ教は中央アジアで盛んとなり、中
国にも伝播した。紀元3世紀から14世紀頃まで存在したが、現在は失われた宗教。
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図１　ディオニュソス像 図２　綴れ織り技法

図３　綴れ織り　流し織り技法

図５　ディオニュソス像

図４　綴れ織り　流し織り技法
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図６　王の像 図７　王妃の像

図８　ナイル神
モスクワプーシキン美術館蔵

図９　サンプラ出土戦士像
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図 10　ローラン出土ヘルメス像
ニューデリー国立美術館蔵

図 11　H 文・方形文大布
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エジプト・サッカラ地域のイドゥート古代壁画の保存
Conservation of Ancient Mural Paintings of Idout, Saqqara, Egypt

西浦　忠輝*1

Tadateru NISHIURA
吹田　浩*2

Hiroshi SUITA

Abstract
In the burial chamber of mastaba of Idout (Saqqara archaeological area, Cairo suburbs, Egypt) remains very precious 

vividly colored mural paintings from the Old Kingdom period (around BC 2400). We have been engaging in an 
international cooperative project to conserve and restore it.

Judging present-state conservation to be difficult due to the considerable bedrock and setting bed collapse that has 
accompanied wall decay, we are engaging in restoration work that involves taking off the mural paintings, strengthening 
their colored layers and setting bed, and returning them to their original places. These mural paintings are unique and 
precious because their colors are still vibrant even after 4400 years.

We measured and analyzed the temperature and humidity of the burial chamber, and found that it is ideal and very 
stable. While there are many burial chambers in Egypt with murals, it is rare to find ones that have an environment that 
is as close to ideal as this one.

In this presentation, I will share our actual measurements and the results of our analysis, as well as discuss our plans 
to preserve and exhibit the mural paintings in the ideal environment after they have been temporarily removed for 
conservation and restoration work. In addition, I will briefly touch upon the results of our 14C dating.

1．イドゥートのマスタバと地下埋葬室の古代壁画

サッカラには、最古のピラミッドとされ
る第3王朝のジョゼル王の階段ピラミッドを
はじめ、初期王朝時代から末期時代までの
多くの墓があり、エジプトで最大の墓域で
ある。マスタバとは、腰かけ（ベンチ）を意
味するアラビア語で、古王国時代のエジプ
トの墓は形が似ていることからそのように
呼ばれている。イドゥートというのは、マ
スタバ墓の所有者（埋葬者）の名前であり、
古王国第5王朝最後の王ウニスの娘といわれ
ている。
このマスタバが建造されたのは、紀元前

2360年頃とされる。古王国時代では、ピラ
ミッドが王の墓、マスタバが貴族や王の家
族などの墓であった。地下埋葬室は、マス
タバ墓の天井部より約13mの地下にあり、南北約10m半、東西約4m半、高さ約3mの空間である。壁面に石膏
プラスターで下地を作り、そこに、肉、鳥、ビールなどの供物や供物リストなど被葬者の安寧を願った壁画が
描かれている。1935年に発掘され、色鮮やかな壁画が発見されて、大きな注目を集めた。しかし、発掘時点

*1 国士舘大学イラク古代文化研究所　Kokushikan University, The Instituite for Cultural Studies of Ancient Iraq
*2 関西大学国際文化財・文化研究センター　Kansai University’s Center for the Global Study of Cultural Heritage and Culture

図 1　ジョゼル王の階段ピラミッド
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図 2　イドゥートのマスタバ　地下埋葬室入口

図 3　イドゥートのマスタバ地下埋葬室　平面図（左） 立面図（右）
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図 4　イドゥートのマスタバ地下埋葬室　内部

図 5　イドゥートのマスタバ地下埋葬室　壁画
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ですでに、壁画面が母岩ごと、あるいは下地から剥落していた。その後地下埋葬室は閉鎖されていたが、2003
年の調査で剥落が更に急速に進んでいることが明らかとなり、2005年からその保存修復調査と試験施工を、
日本・エジプト・ポーランドの国際協力事業として行っている。

2．地下埋葬室の温度、湿度環境

温度、湿度環境を調べるために、外部、
シャフト（地下埋葬室に通じるたて坑：上部
約3m四方、底部1.3m×1.2m、深さ約12.5m）
の底部（地下埋葬室の外側）、地下埋葬室内
（入口）、地下埋葬室内（最奥部）の4か所に、
温度・湿度計測器（データロガー）を置き、
1時間ごとの自動計測を継続している。ここ
では、外部（外気）と地下埋葬室内（最奥部）
における計測結果を図6、7に示す。
サッカラ地域は砂漠地帯であり、温度、
湿度の日較差がきわめて大きい。屋外では
最高温度と最低温度の差は20℃近くある。
温度が下がる早朝には湿度は90%前後にま
で上がり、強い日照によって温度が上がる
日中には10%前後まで下がる〔図6〕。夜間は
放射冷却によって岩体などの表面温度が外
気温度より下がるため、早朝に結露現象が
起こる。
一般に地下埋葬室内では温度、湿度は
日較差、年較差ともに小さくなるが、イ
ドゥートのマスタバの地下埋葬室の場合は
それがきわめて顕著で、温度は年間を通し
て23±1℃、湿度も55±7%となっており、
まさに理想的な環境である〔図7〕。この環境
が、4400年もの間、新鮮な壁画の色を保ってきた要因と考えることができる。
エジプトの多くの地下埋葬室では、温度は安定しているものの、湿度が比較的高いのが一般的で、ネフェリ
タリ王妃の墓（ルクソール）などでもカビの問題があることが知られている。砂漠地帯であっても、地中には
かなりの水分があり、その影響を受けるのが普通であるが、イドゥートのマスタバの地下埋葬室の場合は、幸

図 6　屋外の温度と湿度

図 7　地下埋葬室内の温度と湿度

図 8　温度、湿度計測　外気（左）  埋葬室内部（右）
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いにも地中水の影響をあまり受けていないということができよう。
今後、現在の壁画の色の新鮮さを保つためには、この環境を維持することが必要であり、そのことが、次項
で述べる壁画の保存対策と密接に関係している。

3．壁画の保存修復対策

壁画の剥落の原因は岩体の劣化によるものである。その結果として、多くの彩色層が岩体あるいは石膏下地
層の部分から剥落し床に堆積していた。これら剥落彩色片の原位置を同定し修復することは、現状、技術的に
困難である。現在、これらの破片全て回収し、整理、保存してある。技術の進歩により、将来的には修復が可
能になることを考えて、デジタルデータ化を進めている。

前述のように、美しい彩色層のかなりの部分が、剥落せずに半分剥離した状態で遺っているが、問題はこれ
ら反り返った形で剥離しつつある彩色層を如何に保存、修復するかである。これらをそのままの形で壁面に再
固定することは、技術的にきわめて困難であり、また、ふたたび剥落する危険が大であると判断した。

そこで、現存する壁画層をすべて脱離している面から母岩ごと剥ぎ取り、裏打ちを施してから再び壁面に金
具で取り付けるという方法を採用した。
作業はすべて地下埋葬室内で行った。その概要は以下に示すとおりである。

図 9　剥落彩色片の収集、整理、保管

図 10　下地層からの剥離状態にある彩色層
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1）彩色面強化：アクリル樹脂（パラロイドB-72）溶液  

2）表打ち：日本の表具技術の応用（布海苔、和紙、㆑ーヨン紙）

3）剥ぎ取り：

図 11　表打ち作業

図 12　剥ぎ取り作業
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5）裏打ち：発泡スチロール、炭素繊維ネット、エポキシ樹脂
6）表打ち除去：日本の表具技術の応用（水）

4）裏面厚さ調整、補強：

図 13　剥ぎ取られた彩色層（裏面）

図 14　表打ち除去作業
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7）表面クリーニングと強化：アクリル樹脂（パラロイドB-72）溶液
8）側面調整：

9）壁面設置：ステン㆑ス金具フック

図 15　仕上げ作業後の剥ぎ取り彩色層

図 16　金具フックによる壁面への設置
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ここで問題になるのは、壁画面の剥ぎ取り、
補強後の保存、活用方法である。地下埋葬室の
壁画の場合、剥ぎ取り後は環境の良い博物館等
に運び、保管、展示するのが一般的である。し
かしながら、本件の場合、理想的な環境の下
で、4400年を経てもなお新鮮な色を保ってい
る顔料層を他の環境の下に置くことに、かなり
の不安を感じる。特にエジプトの場合、たとえ
博物館内であっても、良好な環境が保証される
とは限らないのが実情である。そこで、壁画を
現在の環境の下に置き続けることを前提に、す
べての保存作業を地下埋葬室内で行い、終了後
も当墳墓内に展示し保管することとしたので 
ある。
ただし、当地下埋葬室に立ち入るには急なハ
シゴで降りるしかなく、また墳墓内の天井には
大きな亀裂が複数あって崩落の恐れなしとは言
えない状態である。これらの問題についても現
在、研究、解析、考察を行っている。

4．放射性炭素（14C）年代測定

地下埋葬室内に遺されていたリネン（亜麻）の衣装切れ1片と木棺断片2片について、14C年代測定を行った。
その結果、リネンはBC2200～2470年ということで、考古学的推定年BC2360年頃にぴったりはまったが、木
棺片は2片ともBC3020～3350年ということで、考古学的推定年よりも600～1000年ほど古い値となっている。
この木棺が古いものの再利用なのか、樹齢のきわめて長い木からの木材なのか、あるいは計測上あり得る誤差
なのか、今のところまだわかっていない。今後の考古科学の進展によって、いずれ明らかとなるであろう研究
課題のひとつである。

図 18　14C 年代測定データ　リネン（左）  木片（右）

図 17　天井部亀裂の状態の計測
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シリア危機を現地メディアでみる
―ライブの“Orient News TV”を主に―
Watching the Syrian Crisis through the Local Media on the Internet 
— “Orient News TV” of live transmission as a major access point —

牛木　久雄*
 Hisao WUSHIKI

Abstract
Six years have passed since the uprising for democracy in Daraa, Syria, early in 2011. However, the Syrian Crisis 

have not been properly pursued in Japan due to the scarcity of first-hand information in the Japanese media. It was a 
luck for the author to have made access to the Syrian TVs and other middle-eastern media by the Internet surfing. 

Among these media, the Orient News TV net has been maintaining a special standpoint on which it transmits hot 
news reports and video images from inside of the up-rising areas.

1．はじめに

シリアでバッシャール・アル=アサドのアラブ・バアス党独裁に反対する民主化運動が始まったのは、2011
年の春だった。この運動は、同年2月にヨルダン国境の町ダラアDara’aで、中学生達が政府批判の落書きをし
た事に端を発している。警察に拘束された中学生15人は、何日も拘留された末、親達の嘆願によって釈放さ
れたが、彼等が半殺しの状態で戻ってきたために、市民の抗議デモが起こった。これに対して、官憲は一層の
暴力で応じ、遂にはデモ隊に実弾を撃ち込み、死者を出すまでになった。この事件が知られると、国内各地で
独自の抗議活動が始まったが、シリア政府は更に激しい弾圧によって対抗した。夜毎に、シャビーハ Shabiha 

、と呼ばれる体制派民兵が、抗議行動に参加した市民の家々を襲い、昼間は市街地屋上の狙撃兵が（幽霊）شبيحة
市民に容赦なく発砲した。用事で外出しようとした主婦が狙撃され一命を失うようなことも日常となった。こ
のような弾圧は戒厳令下で進められた。実は、この戒厳令は、アラブ・バアス党革命（1963年）以来、なんと
50年近くも続けられていたのである。そしてシリアは、遂に現在のような内戦の泥沼に陥った。
遠い極東の日本は、シリア危機をまともに捉え追跡しているとはいえない。筆者は、このような事態に即し
て、ライブ視聴ができるシリアとアラブ中東圏のメディアをインターネット上で探してみた。幸運なことに、
それらは直ぐに見つかった。シリアでは民主化運動が開始されると、多くの動画投稿サイトや反政府メディア
のサイトが次々に立ち上がり、それぞれ消長はあるものの、現在まで貴重でかつ充実した情報発信を続けて 
いる。
本稿で取り上げるオリエント・テ㆑ビ Orient TV 社は、民主化運動以前にシリアで設立されたが、設立後間
もなく国外に追放された独立系民間メディアで、反政府の中心的メディアである。
この一稿を書くに当たって、40年ほど昔にバグダードで出会った若い日本人の言葉を思い出した。彼はい
かにも単独旅行者という様子だったので、親しみを覚えて話しかけたのだが、筆者がイラク国立博物館を訪ね
てメソポタミア古代文明の展示を見たらどうかと勧めたところ、「いや、結構です。もう終わったことですか
ら。」と、さらりと答えたのである。西アジア古代文明の研究に勤しむ人達は、古代遺跡の破壊や盗掘、文化
財の盗難に日夜心を痛めていると思うが、この若い日本人は、現地の今を真正面から捉えることが重要だと言
い放ったのだ。古代文明の研究者といえども、現代という進行中の状況から離脱はできないし、インターネッ
ト時代に即した同時性の高い情報を必要としている。インターネット上の現地メディアを視聴することは、そ
の面で重要である。

* イラク・アッタール洞窟遺跡調査団 元団員
 Former Member of Al-Tar Cave Study Team
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2．インターネット上のライブ報道と投稿画像から見たシリア危機の展開

「アラブの春」が始まり、その報道がインターネット上のライブ・テ㆑ビ・サイト（Web）：AljazeeraやAl 
Arabia、で見られることが分かったため、それらのサイトを見ながら、一方では、シリアのメディアをブラ
ウジングしていった。そして、最初に捉えたのが、2012年8月のウガリート・ニューズUgarit Newsであった。
Newsという名称を使っていたが、市民からの動画を逐次アップする投稿サイトだった。市民の街頭活動や危
機に瀕した日常生活、様々な戦闘場面など、多様な動画がアップされていたが、その中には政府側戦闘員から
のものもあり、空爆するヘリコプターの機上や、市街戦の戦車からの動画もあった。

図 1　ウガリート・ニューズ Ugarit News（2013 年 11 月 12 日）：http://www.youtube.com/user/UgaritNews 
戦車の車体には、「シリア・リベラル・イスラム運動」と書かれている。

図1は、反政府勢力「シリア・リベラル・イスラム運動」の戦車の進軍画像である。写っている戦車は政府
軍から横取りしたか、投降兵が持ち込んだものと思われる。反政府武装集団は、当初は軽火器を持つだけだっ
たが、政府軍からの投降が増えるに従い、分捕った大型戦闘車両や大型火器を持つようになった。彼らの保持
する弾薬も、その多くは政府側弾薬庫からの分捕り品だと思われる。このような投稿動画を見ていて気が付い
たのは、投稿者が夫々に独自のロゴを画像にはめ込んでいることだった。図1では、左上の隅にそれがはめ込
まれている。シリア以外の「アラブの春」当事国でも、それぞれに反政府活動の動画を、インターネット上に
盛んに投稿していたが、シリアのように投稿者が自分の或いは自分たちのアイデンティティをロゴによって主
張することは一般になかった。反政府活動がロゴを使うというのは、シリアならではの文化のように思えた
ので、ロゴがどの程度使われているのか暫く追跡してみた。しかし、数日で120種類を超える多さとなってし
まったため追跡を取りやめた。投稿の多くが長続きしないこともあって、これらのロゴも多くは消滅してし
まったが、今でも健在なものを図2に示す。

図 2　イスラミック・フロントのロゴ、アレッポ（2014 年 10 月 12 日、Ugarit News）

ウガリート・ニューズの投稿サイトは、国内状況悪化のためか、あるいはサイト管理者が政府当局に追われ
たためか、そのアド㆑スを頻繁に変えながら維持されていたが、2014年の11月頃から投稿が途絶えてしまっ
た。この稿を書いている2017年1月に存在確認のアクセスをしたところ、辛くも存続していて、9个月前に幾
つか投稿があったが、それ以前はずっと空白であった。
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ウガリート・ニューズへのアクセスを続けるうちに、シリア国営テ㆑ビを含む現地テ㆑ビのライブ配信の存
在が分かってきたので、それらの視聴も開始した。そのうちの最も注目すべき局が、ドバイに拠点を持つオリ
エント・テ㆑ビOrient TV （配信画面上では、Orient News TV）である。この局については項を改めて詳細紹介
するが、オリエント・テ㆑ビなどの反体制メディアは、反体制地区だけでなく体制側支配地区からも実況報道
を続けている。この事実は、驚くべきことだと思われた。ここでは、何故そのようなことが可能なのかを検討
してみたい。この問題に関係する画像を、図3に示す。

図 3　ダマスカス、東グータ Ghuta 地区の携帯電話中継アンテナ（2016 年 10 月 17 日、Orient News TV）

この画像を配信したオリエント・テ㆑ビによると、ここに写っているのは、携帯電話の手製中継装置だそう
である。ダマスカスの東側郊外にグータGhuta地区という広大な農耕地帯があるが、グータ地区の東部は反政
府勢力の支配地（解放区）である。政府側が、電力、通信、給水等の社会インフラを切断したので、ここでは、
地元の職人や技術者によって回復や維持が行われているとのことである。この画像がその実例であり、このよ
うな中継装置により、インターネットを通して国外への動画配信や、TV電話の交信を行っているそうである。
シリアは国民の科学技術㆑ベルが高く、反乱を起こした多くの地区が、このような地元独自の活動によって政
府に対抗している。画像の中には、町工場で迫撃砲を造ったり、政府軍からの横取り火器を改造したり、戦車
の整備をしたりしている情景を写したものもある。
この項の締めくくりとして、昨年末シリア最大の都市ア㆑ッポで、政府軍による反政府地区掃討作戦が行わ
れていた時の画像資料を以下に示す。図4には、一部イラク領も含めた各勢力の支配地域が示されている。黄
色の地域はクルド人の支配地域、濃い灰色はイスラム国（IS）支配地域、薄いみどりは反政府（シリア国民連
合）支配地域、赤は政府（アサド政権）支配地域である。アサド政権は、ISを最大の敵としながらも、全国に
点在する反政府支配地域を順次掃討している。

図 4　2016 年 11 月のシリアをめぐる各勢力の支配地域（2016 年 11 月 19 日、liveuamap）

ア㆑ッポでは、12月15日に政府、反政府双方が一時停戦に合意し、反政府地区から市民や戦闘員の脱出が
開始された。この脱出では、政府側支配地域に残る市民もいたが、殆どの脱出者はトルコ、ハタイ県に隣接す
る反政府勢力の支配地域に移動した。そこでの中心都市イドリブ Idlibが、今や反政府側の最強拠点である。
ア㆑ッポ市の中央には、2016年11月21日の時点で、図5のように孤立状態の反政府支配地区が存在した。
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この図では、濃い灰色の部分が反政府支配地区であり、緑色がクルド人支配地区、赤みがかった色の地区が政
府軍支配地区である。この時点で政府軍に包囲されていた住民は27万5000人に達し、この数はア㆑ッポ全人
口の10分の1を占めていた。

図 5　アレッポ包囲戦最終段階の各勢力支配地（2016 年 11 月 21 日、Aljazeera TV 画像）

政府側は、ア㆑ッポ以外の孤立した反政府支配地も次々に攻略し、年が明けてからは、このような地区から
の脱出も始まった。40～50台の大型バスを連ね、更に数100台の乗用車もそれに続くという大規模な車列が、
停戦合意の時間帯に合わせて北部のイドリブ地区へ長距離脱出している。図6には、ダマスカス南部からの脱
出バスの待機状況が映し出されている。
現在、シリア国内北部では、トルコ国境に展開しているクルド人支配地区「民主シリア」と、イドリブを中
心都市とした反政府支配地区とが、地歩を固めつつある。国内各地から反政府勢力が北部に集結するに従い、
北部2地区は、合体して南部のアサド政権地区と対置するという、二極構造に向かっているかに見える。この
ように、ISの支配地は別として、シリアは南北に分裂してゆくのかもしれない。

図 6　ダマスカス南部反政府支配地からの脱出（2017 年 1 月 4 日、Orient News TV）

現在、筆者が視聴しているシリア現地や中東のインターネット・サイトは、以下の通りである。
1． YouTube

　　1）Ugarit News （アラビア語）：https://www.youtube.com/user/UgaritNews

　　多彩なビデオ投稿、現在は更新が滞っている。
2．ウェブのTV ストリーミング・サービス
　　1）Orient TV （シリア民営、UAEのドバイに亡命局、アラビア語）：http://orient-tv.net/live/
　　2）Syrian TV （シリア国営、アラビア語）：http://live.rtv.gov.sy/Sat.aspx?HQ=1/
　　3）Aljazeera （カタル民営、アラビア語）：http://www.aljazeera.net/broadcastschedule/
　　4）Aljazeera （カタル民営、英語）：http://www.aljazeera.com/watch_now/
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　　5）Al Arabia （UAE民営、アラビア語）：http://www.elahmad.com/tv/alarabiya.htm/
　　6）Jordan TV （ヨルダン国営、アラビア語）：http://www.giniko.com/watch.php?id=186/

3．オリエント・テ㆑ビ社について

3-1　設立者
シリア関係のメディアをインターネット上で追跡していると、シリア危機の中でオリエント・テ㆑ビ社の
役割が非常に大きいことが分かる。その役割については後段で述べるとして、Wikipedia情報に基づき、先ず、
このメディアと、その設立者について紹介する。
オリエント・テ㆑ビ社は、2009年に民間の衛星テ㆑ビ局としてダマスカスに設立された。設立者は、シリ
ア北部のトルコ国境の町イドリブ Idlib出身のムハンマド・ガッサーン・アブードMuhammad Ghassan Aboud 

。である。図7に写真を示すمحمد غسان عبود

図 7　ムハンマド・ガッサーン・アブード（ガッサーン・アブード・グループ GAG 代表）、(Wikipedia）

1967年イドリブ生まれの彼は、1991年にダマスカス大学のジャーナリズム学科を卒業した。Facebookでの
彼の記述によると、全卒業生中2番の秀才だった（https://www.facebook.com/Ghassanaboud67）。卒業後、1992
年10月にアラブ首長国連邦（UAE）に渡り、エンジニア協会アブダビ支部の広報（Public Relations）に勤めた。
その後、1994年にUAEのシャルジャー首長国でガッサーン・アブード・カーズGhassan Aboud Cars社を設立し、
UAEでビジネスを開始した。ガッサーン・アブード・カーズ社は、新車の再輸出と、部品や付属品の取引専
門会社で、短期間のうちに大きく成長し、現在では従業員1200人を擁する地域の業界トップである。自社HP
を見ると、取扱車種はトヨタ、日産、日野などの日本車が中心である。
この成功を受けて、ムハンマド・ガッサーンはオリエント・メディアOrient Media社を設立し 、2005年に

シリア本国で衛星テ㆑ビ局開設に着手した。シリア政府から事業認可を得て、2009年2月にダマスカスでオリ
エント・テ㆑ビOrient News TVを正式に開局したが、体制側からの経営介入要求を拒否したため、同年7月に
治安警察が踏み込んで放送は打ち切りとなった。ムハンマド・ガッサーンのシリアの自宅や財産も接収された
ため、オリエント・テ㆑ビは、機材やコンテンツをドバイに移し、事業を再開した。当局に機材やコンテンツ
が接収されなかったのは幸運であった。2011年のシリア民主化運動（シリア革命）以後は、反体制勢力を支え
る強力なメディアとなっている。
オリエント・テ㆑ビは、140人余りの局員がいるとされるが、アメリカ（ワシントン）、ベルギー（ブラッセ
ル）、トルコ（イスタンブール）、ヨルダン（アンマン）に支局があるほか、シリア国内の反体制側支配地区に
は通信員が何人もいる。殉職した局員や、他の武装集団の人質になっているものも多いが、局員の平均年齢は
30才に達しないとされ、若い会社である。
現在、オリエント・テ㆑ビは、Nilesat、Hotbird、Arabsatの3種類の通信衛星を使っている。

3-2　事業の特徴
ムハンマド・ガッサーンは、1994年に立ち上げたガッサーン・アブード・グループGAGの代表として、ガッ
サーン・アブド・カーズ社とオリエント・メディア社を統括している。このグループの構成を図8に示す。
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図 8　ガッサーン・アブード・グループ GAG の構成（2017 年 1 月 22 日、http://aboudcar.com/about-company/）

この図を見ると、GAGは自動車販売やメディア事業の他に、美術・TVプロダクションや人道的慈善救済事
業にも進出していることが分かる。
「ライブ・ポイント・オーガニゼーションLive Point Organization」社は、2008年にオリエント・テ㆑ビ社と
ともに設立され、シリア情勢に関する多くのドキュメンタリー番組を制作している。
「慈善と人道的救済のオリエントOrient for Human Relief」は2012年に設立されたNPOで、何百万人ものシリ
ア難民や負傷者に医療、教育、社会福祉を提供している。北部シリアに、8カ所の大きな外科病院をつくった
他、地方診療所を何カ所もつくって、被災地の感染症治療を行っている。この組織は450人の医療スタッフを
雇用し、毎月数千人の患者を治療している。さらに、トルコ国境のアトメAtmeh市に難民キャンプを建設し、
5000人の難民を収容している。紛争で破壊された北部シリアには、毎月3000トン以上の小麦粉を提供してい
る。これらに従事する医療スタッフは、シリア・アメリカ医学協会、USAID、イギリスのHand in Handなどの
国際組織から派遣されている。
この他に、「オリエント・ラジオOrient Radio」局によって、ヨルダンの送信局から、シリア全県に、ニュー
ス、経済、スポーツ、大衆娯楽、アラブ音楽、等々、多様な番組を放送している。

オリエント・ラジオFM局
　　ダマスカス Damascus 96.5 MHz
　　ダマスカス郊外 Damascus Suburb 96.7
　　ダラア Dara’a 99.2
　　ホムス Homs 94.6
　　ハマ Hama 94.6
　　イドリブ Idrib 94.6
　　ア㆑ッポ Aleppo 95.8
　　ラッカ Raqqa 102.0
　　カーミシリ Qamishli 99.6
　　ラタキア Latakia 94.2
　　アンタキア、トルコ Antakia 95.8

以上に加えて、GAGは、メディア事業で非常に重要な「オリエント・ビジョン・研究センター　Orient 
Vision Center for Studies」を設置している。これは母国シリアを対象とした研究センターである。センターで
は、「多民族国家シリアの国民のアイデンティティとは何か」という問題に取り組みながら、各種のアンケー
トや野外調査等の科学的手法によって、国内国外のシリア人に影響を及ぼす事象をモニターし分析している。
急速な変化が進む中、シリア国内の生活の現実を捉えるために、客観的視点を求めて研究が進められている
が、シリア有数の専門家を集めた研究セミナーや公開フォーラムの開催には、特に力を入れている。センター
は、その成果を、政策決定者や関係者に提供している。オリエント・テ㆑ビには、世界各地から多くの優秀な
解説者が登場するが、恐らくオリエント・ビジョン・研究センターの成果が反映されていると思われる。
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3-3　配信番組
オリエント・テ㆑ビの定期特別番組のいくつかを、その画像とともに紹介する。

1）「こちら、シリア」　金曜と土曜を除く毎日　20:00
 （シリア時間。日本時間との時差は、冬は-7時間、夏は-6時間）

　若手女性キャスターによる、その日のニュース解説番組。世界各地からシリア人の専門家をテ㆑ビ電話
で出演させ、時には討論番組としてライブ配信する。

2）「ハロー、シリア！」　金曜　20:00

男性キャスター：オマル・ハマールナOmar Hamarnah
女性キャスター：ラーラ・ムーサLara Musa 
　男女のキャスターによる、電話相談番組で、シリア国内はもとより、海外に脱出した人たちからの電
話も入ってくる。中には、Skypeのテ㆑ビ電話でアクセスする人もいて、大変活発である。壁には、ス
ティーブ・ジョブズ（アップル・コンピュータ）など、3人の有名人写真ポスターが貼ってあり、それには、
“I am a Syrian”と印刷されている。

3）「トルコ発」　土曜　20:00

トルコ、イスタンブール支局発の番組で、支局内大部屋事務室の一角に撮影コーナーを設け、トルコ在住
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のシリア人専門家を招いてインタビューや、時には討論会をライブ放映する。

4）「希望のスポーツジム」　金曜　21:00

反政府支配地区で開催されるスポーツイベントや、スポーツジムでの練習風景などを取材配信している。

5）「あなたの脱出先」　火曜　21:00

シリアからの避難脱出の情報コーナー。欧米各地の受け入れ態勢や、受け入れ地の文化を紹介している。

以上の他に、次のような番組もある。

6）「オリエント・ドキュメンタリー」　月曜　21:30
難民キャンプでの生活記録など意欲作が多い。

7）「特別会見」　金曜　21:00
話題になっているシリア知識人やアラブ知識人との対話番組。

8）「こちら、そっちからです。」　日曜　21:00
シリア国内の最新事情を、国外局のオリエント・テ㆑ビがまとめ、現地に配信する。

9）「核心に迫る」　水曜　21:00
ワシントン支局制作のシリア時局評論番組。女性支局長ハイフィ・ブードゥー Haifi Budhuが聞き手をつ
とめる。

4．その他の注目すべき側面

シリアは多民族国家である。アラブ人イスラム教徒がその主要部であるとはいえ、歴史上多くの非アラブ人
が活躍してシリアの国づくりに貢献した。その典型が、十字軍時代のサラディン（サラヘッディン）であろう。
クルド人のサラディンは、十字軍を駆逐しアイユーブ朝を興した。彼の墓所はダマスカス旧城の一角にあり、
シリア人の誇りである。
オリエント・テ㆑ビにはクルド語放送が常設されており、内容も充実している。図9に、クルド語放送画面
を示す。
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図 9　オリエント・テレビのクルド語放送　毎日 17:00
クルド人女性通信員、グヌル・モルクチ Gunul Morkuchi。（2017 年 1 月 5 日、Orient News TV）

クルド語放送を通じて注目されるのは、北部のトルコ国境のクルド人支配地域が、独自の反政府軍事活動を
進めるなかで、「民主シリア軍」という名称を掲げていることである。クルドと言えば、トルコ、イラン、シ
リアに跨る独立運動をメディアは取り上げるが、シリアのクルド人反政府運動は、シリア・ナショナリズムの
一角を担っているように思われる。
クルド人と並んで、トルコマン人も反政府勢力をなしているが、彼らのメディアにおける活動は明らかでは
ない。オリエント・テ㆑ビにはトルコマン語の放送番組はない。
一方、シリアの近代史でフランスのシリア統治に反対して大活躍したドルーズ人は、今のところバッシャー
ル・アル=アサド側に付き従っている。彼らが今後もその立場を保ち続けるか否かが、これからのシリア情勢
に大きく影響すると思われる。

5．終わりに

2016年11月16日のアルジャジーラ・テ㆑ビ英語チャンネルの報道によれば、1200万人のシリア人が難民に
なったとのことである。一方、シリアの総人口は、アメリカ中央情報局CIAのWorld Factbookでは、約1700万
人（2016年7月）と推計されている。また、国連食糧農業機関FAOの2007年の推計では、2200万人（2010年代）
とされている。現在、シリア人がどれだけ国内にいるかを調べる術はないが、CIAとFAOの人口推計値のどち
らを取るにしろ、難民人口を差し引けば、国内定住人口は500万～1000万人くらいになってしまう。しかも、
難民は現在も増え続けているから、シリアは民主化運動開始後6年間で定住人口が半分から3分の1に減って
いる可能性が高い。このような急速な人口減少に加えて、内戦のために国土も住民も分割されてしまってい
る。正確には解らないとしても、バッシャール・アサドの支配地区人口は、既に500万人を割っているかもし
れない。
国家が急速に国民を失う場合、それは当然行政機関の機能に影響を及ぼす。また、軍隊にも影響が出る。シ
リア軍は、かつて30万人の勢力を誇示していたけれども、今はその規模ではないだろう。もし、現政権に500
万人足らずの人口しかないとしたら、行政機能も軍隊も既に麻痺状態なのかもしれない。
シリアからの難民流出が続くことを、そのような面で考えると、シリア人は難民になることにより、現政権
を骨抜きにし、自壊させようとしているのではないかと思われる。国民が国家から逃亡することにより、国家
を壊

え

死
し

させる。シリアでは暗黙の国民的合意のもとで、前代未聞の反独裁闘争が進んでいる疑いがある。武力
闘争による人命・人身の被害を嫌うあまり、シリア国民はこのような戦術を取るに至ったと考えてみてはどう
だろうか。
しかし、高度な武器で固めた独裁政権は、その武力によって、非常に効率の高い反乱弾圧を続けてきた。航
空機とミサイルを主とする政府軍は、軽火器と歩兵が中心の反政府軍を易々と蹂躙し続けている。国民激減の
国家でも、高度な武器があれば軍事により国家維持が可能であることを、シリア政府は世界に示したのだ。
シリアの反政府・民主化勢力は、自からの活動を「革命」だとしている。シリアの反政府メディアは、反政
府側支配地区での新しくて創造的な社会・経済建設を様々に報道している。正に革命報道である。
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内戦によるシリア文化財破壊について言えば、国際的には、遺跡の高解像度衛星画像によって追跡し分析す
ることも行われているが（UNITAR-UNESCO 2016、AAAS 2014）、シリアのメディアでは、その実状と、その
非を取り上げるまでには至っていない。遺跡に立てこもる側、それを攻撃する側、それぞれに遺跡を破壊する
動機がある。シリアのメディアは、破壊の事実を積極的に取り上げて、「シリア革命」における文化財保護の
意義を「逃亡中の国民」に問うべきであろう。
衛星テ㆑ビとインターネットとは、人類の最新情報技術としてシリアの民主化運動で大きな機能を発揮して
いる。これこそ、まさに、シリアで起こっている革命が、前代未聞のものであるということの、最大の特徴で
ある。
多くのシリア市民が国外に脱出し、世界各地に拡散しつつあるが、オリエント・テ㆑ビはこの状況を

“Syriaspora”と呼び始めた。ローマ帝国に王国を滅ぼされて始まった世界史の大きな事件、ユダヤ人の離散
“Diaspora”に対比させて、シリア人は自分たちを考え始めているのだろう。
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国士舘　大講堂の3D化
Three-dimensional modeling of KOKUSHIKAN auditorium

小野　勇*
ONO Isamu 

1．まえがき

国士舘は、平成29年に創立100周年を迎える。これに伴い多数の記念事業を計画しており、その一つとして
大講堂の文化財登録がある。登録の手続きを行う書類を作成する際に4方からの各面の全体が1枚に収まった
写真が必要となった。大講堂の周辺には、5、7、10号館の校舎が隣接しており通常の撮影では各面を1枚の写
真に収めることが不可能である。分割して撮影し、合成する手法を取れば、ある程度の要望に応えることが可
能である。今回、より厳密な各面の写真を提出するために大講堂全体の3D化を試み、報告するものである。
写真-1に上空からの大講堂全体の写真を示す。正面の斜め上方から撮影したもので、向かって左側には7
号館が、後方には10号館が迫っていることが分かる。この写真からは確認できないが、向かって右側に欅の
樹が林立しており、その大講堂側には掲示板が南北方向に設置されている。写真-2に大講堂の入り口の写真
を示す。入り口は、大講堂の南側になりシュロの樹や梅、椿の樹がある。その前には創立者の銅像があり、通
常のカメラで全体を1枚の写真として撮影することは不可能である。写真-3に大講堂の西側と7号館の状況を
示す。大講堂の壁から7号館の壁までの距離は5m程度で、通常のカメラでは、大講堂の壁全体を撮影するこ
とはできない。この西側の撮影は、7号館校舎の最近某より撮影し、上方に関しては、伸縮性のロッド先端に
カメラを取り付けてインターバルシャッターによる撮影を行った。写真-4に大講堂の北側を示す。背面には
10号館が迫っており、こちら側も背面の校舎際で撮影した。この面は、中央部が吐出しており入隅と出隅の
鋭角部の撮影に配慮した。写真-5、6に大講堂の東側を示す。写真-5に示すように、この面には、欅の大木
が繁茂しており、屋根の上部まで枝葉が覆っている。枝葉が覆っている影響で屋根の色彩も微妙に他と異なっ
ていることと、撮影時間帯によっては枝葉による日影の影響に配慮する必要がある。欅の大講堂側には掲示板
が配置されており、この掲示板の際が壁から最遠端でありこの位置から撮影を行った。

* 国士舘大学情報システム課
 Kokushikan University division of information system

写真-1　上空から見た大講堂 写真-2　大講堂正面入り口
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写真-4　大講堂北側の 10 号館写真-3　大講堂西側の 7 号館

写真-6　大講堂東側の 5 号館写真-5　大講堂東側の掲示板と欅

写真-7　西側の 3D 解析写真
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2．調査方法

4面の外壁と4面の屋根部分に分割して撮影し、3D化プログラムで解析を行った。各面の撮影は、できる限
り壁面から離れた位置でカメラを構え手動でシャッターを切った。以下に側面と屋根の部分に分けて解析を
行った詳細を記述する。

（1）側壁の3D化
大講堂の3D化には、Agisoft社 のPhoto Scanを使用して解析を行った。写真-7に西壁面の解析で使用した

36枚の写真を示す。写真は、60%のオーバーラップと40%のサイドラップを考慮して撮影を行った。解析例
で示す西面は、起伏がほとんどなく漆喰壁面と窓から構成されている。最初の解析は、撮影した写真のアライ
メントを行いポイントクラウド生成する。アライメントは、写真を撮影した位置を画像から逆算して求める作
業で、解析画面上のオプションのスイッチを設定することにより撮影位置が表示される。図-1に生成された
ポイントクラウドを示す。この時点で、解析対象物以外のポイントクラウドを削除し、余分な解析を行わない
ようにする。処理後のポイントクラウドからポリゴンを生成し、テクスチャーを貼り合わせて完成する。図
-2に完成した3Dテクスチャーを示す。

（2）屋根部分の3D化
伸縮ロッドの先端にカメラを取り付けて撮影を行ったが、屋根の高さが地盤面から8m程度あることから、
カメラの撮影面が屋根に対して鋭角になってしまい、良好な撮影ができなかった。3D化の写真としては、屋
根面に直角に撮影した時に最良な写真が取得できる。ドローンで空撮を行えば迅速に最良の写真が得られるが
伸縮ロッドでは、長さの不足や先端のカメラによる撓みが生じ、思ったようなアングルの写真が撮影できな
い。更に、日射による反射や日陰と緑色銅板の色彩の変化が解析を困難にしている。また、矩形の銅版を貼り
合わせた屋根表面は、3D化の解析に必要な特異点が得にくく、オーバーラップを多くしても良好な結果が得
られない。特に東側の屋根は、木の枝が覆いかぶさっており撮影を困難にしている。

3．まとめ

文化財登録を行う目的で歴史的建造物の3D化を行った。航空撮影による上空からの写真を用いて立体的な
地図を作成することは一般的であるが、本報告では、古建築物遺構の3D化を行う際の注意点や手法を報告し
た。報告以外の注意点としては、周囲を建物に囲まれた対象物の場合、遠景を撮影することが不可能なので正
対した位置で撮影することを心がけないとならない。また、日差しの方向によっては影の影響が生じ、解析結
果に影響を及ぼすので、撮影箇所によって撮影のタイミングを考えないとならない。屋根に関しては、銅板葺
のため単色の広い面積を有することとなり、特異点がないため解析が困難な個所が多々見られ、対策を講じる
必要がある。

3D化が完成するとどのような角度からの写真も作成可能であり、4面の生成を行うことができる。図-3に
解析結果から作成した大講堂の西側を示す。若干下方から上方に向かって見上げたような結果を示している。
今後、今回の解析された3Dデータを用いて立体模型を作成する。
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図-1　西側の解析（1）

図-2　西側の解析（2）

図-3　大講堂の西側
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国士舘大学イラク古代文化研究所展示室の活動報告（2016年）
The Activity Report on the Exhibition Hall and the Storage Room in the Institute for Cultural Studies 
of Ancient Iraq, Kokushikan University (Setagaya, Umegaoka Campus), 2016

相川　悠*
Yu AIKAWA

Abstract
The exhibition hall of the Institute for Cultural Studies of Ancient Iraq, Kokushikan University, including a storeroom 

is kept open to visiting researchers and students. Major activities are semiannual exhibitions and the management and 
operation of the storeroom.

At the exhibition hall, semiannual exhibition were held. In spring term, the exhibition was featured on about recent 
destructions at the archaeological sites in Syria, especially Palmyra site. In autumn term, as celebrating the 40th 

anniversary of the establishment of the institute, we introduced about the excavation achievement of Al-tar cave and its 
excavated ancient textiles. Ongoing activities of the institute also include improvement of environmental conditions of 
the storeroom. This paper reports on these activities.

1．企画展

（1）企画展「危機迫る中東の文化遺産－シリア編－」（展示期間：2016年4月11日～7月31日 )
春期の企画展では、前回の「危機迫る中東の文化遺産－イラク編－」に続き、「シリア編」としてシリアのパ
ルミラ遺跡、ア㆑ッポ、ダマスカス、ボスラなどの文化遺産の現状をパネル展示中心に紹介した。なかでも、
2015年から過激派組織 ISによって破壊を受けたパルミラ遺跡の破壊前と破壊後の衛星画像による比較写真は
来場者に大きな衝撃を与えていたようだが、多くの人が真剣に展示を見学していた。
また、特別イベントとして、全3回のギャラリートークを開催した。第1回（2016年5月12日）には当研究

所の松本健教授が、第2回（2016年6月10日）には当研究所所長の岡田保良教授がそれぞれ中東の文化遺産の
置かれた状況や遺跡の歴史について語ってくれた。そして、第3回目には実際にパルミラ遺跡を発掘された西
藤清秀氏（橿原考古学研究所技術アドバイザー・奈良女子大学特任教授）をお招きして、貴重な発掘体験をお
話し頂いた。三次元画像を活用した遺跡復元方法やパルミラ遺跡の最新情報を交えてご発表頂いた。

（2）企画展「イラク西南沙漠アッタール洞窟出土の古代織物展」（展示期間：2016年9月26日～12月22日）
秋期の企画展では、イラク古代文化研究所設立40周年を記念して、国士舘大学がイラクで調査を行うこと

になったその原点となるイラク西南沙漠のアッタール洞窟遺跡とその出土織物の紹介を行った。アッタール洞

* 国士舘大学イラク古代文化研究所
 Kokushikan University, The Instituite for Cultural Studies of Ancient Iraq

写真 1　西藤清秀氏による講演会の様子 写真 2　岡田保良教授によるギャラリートークの様子
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窟では約2000年前の墓からたくさんの織物や皮革製品などが出土しており、今回はその中でも代表的な洞窟
の埋葬例として、アッタール洞窟C-17の発掘成果とともに、そこから出土した貴重な織物や皮革製品、埋葬
状況の復元模型などを展示した。2000年前の織物とは思えないような色鮮やかな色彩や現代にも通じるデザ
インに多くの人が感嘆の声を上げていた。
また、秋期の特別イベントでは、ミニ講座を3回、講演会を1回開催した。第1回（2016年10月14日）では、

牛木久雄氏 （イラク西南沙漠アッタール洞窟発掘調査団　元調査員）による「沙漠と水と生活」というテーマで
1970年代のアッタール周辺における調査体験談に始まり、沙漠や地下用水路カナートに関するお話しをして
頂いた。第2回（2016年11月2日）では、国士舘大学の楓門祭のイベントの一部として講演会を行った。まず、
松本健教授による「イラク西南沙漠アッタール洞窟の発掘調査」では、アッタール洞窟の発掘の経緯や成果を
お話し頂き、次に、坂本和子氏（国士舘大学イラク古代文化研究所　共同研究員）による「イラク西南沙漠アッ
タール洞窟出土の古代織物」ではアッタール洞窟から出土した織物について色鮮やかな写真を中心に織物の基
礎的知識から、埋葬されていた人物に関する見解をご発表頂いた。第3回（2016年11月25日）では岡田保良教
授による「イラク西南沙漠アイン・シャーイア遺跡の発掘調査」というテーマで、アッタール周辺遺跡の一つ
であるキリスト教時代の教会遺跡についてお話し頂いた。そして、第4回（2016年12月16日） には松本健教授
による「イラク西南沙漠と遺跡群」でアッタール洞窟とその周辺に存在する遺跡の概要や関連性についてお話
し頂いた。いずれも参加者の方々から好評のお声を多数頂いたので、来年度もこれらのイベントについては継
続していきたい。

2． 「ヨルダンの文化遺産の現状を聞く－ヨルダン考古庁の文化遺産調査研究員を迎えて－」 
公開講演会＋討論会（2016年4月20日）

国士舘大学ではヨルダンのウム・カイス遺跡というローマ時代都市遺跡の発掘に携わってきた。そして、
2015年より朝日新聞文化財団より助成を受けている「ヨルダン　ウム・カイス遺跡の円形劇場修復」の一環と
して、ヨルダン考古庁の調査研究員5名を日本へと招聘した。この貴重な機会に伴い、国士舘大学において、
ヨルダンの文化遺産の現状を聞くために公開講演会＋討論会を開催した。ヨルダンの文化遺産の紹介にはじま
り、ウム・カイス遺跡の西円形劇場の修復方法や今後の計画などについて討論がなされた。

写真 3　牛木久雄氏によるミニ講座の様子 写真 4　坂本和子氏による講演会の様子

写真 5　展示を解説する松本健教授 写真 6　ヨルダン公開講演会＋討論会
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3．収蔵庫の空気環境調査

2006年度より、1年に1回のペースを継続
してパッシブインジケータ®法 1による有機
酸及びアンモニアの機中濃度判定量分析（濃
度を数値ではなく、段階で表す方法）を行っ
ている。今回の調査期間は有機酸を7日間
（2017年1月4日～11日）とアンモニアを4日
間（2017年1月4日～8日）である。今回の調
査では計6か所の計測を行った（展示ケース
については、前回の結果で特に結果が酷かっ
た覗き小2のみ）。そして、今回の調査結果については表1に示す（調査方法及び過去の調査結果については
『文化遺産学研究』No.1-9を参照）。また、パッシブインジケータの色の変化については図1～3に示す。
前回の調査結果では全体的にアンモニアの濃度が高く、5段階評価で「汚染」又は「要対策」という結果とな
り、有機酸についても桐たんすの濃度が測定箇所全てにおいて「要対策」という結果となっていた。これを受
けて、今年度は展示室については空調機の清掃や、日常的な清掃及び空気の入れ替えを行うなどした。そし
て、展示ケースや桐たんす内については吸着シート（エアチューンシート 2）の使用を徹底した。なお、展示期
間中の展示ケースに関しては、資料と共に吸着シートを設置し、展示終了後もこれを継続した。そして、桐た
んすに関しては全てに吸着シートを敷き詰めた。さらには、試験的に桐たんす下段C7内において、中性紙保
存箱 3による効果を試みた。
この結果、今回は桐たんす下段B7以外は「検出限界以下」という良好な結果が得られた。B7も有機酸が確
認されてはいるものの、その結果は「ごく微量」であったため、全体的に前回の調査結果よりも改善されたこ
とがわかった。特に、中性紙保存箱に設置したパッシブインジケータの色変化が最も少なかった。
これまで桐たんすの有機酸濃度が高い原因は、桐たんすの木材や桐たんす内に収蔵されている織物資料自体
から原因物質が発生している可能性が考えられていたが、この中性紙保存箱を用いることで、外からの有害物
質から織物資料を守ると同時に、織物資料自体から発せられる物質の拡散予防のためにも有効であると考えら
れる。来年度は織物の整理作業を行う予定のため、保存箱の導入を検討していきたい。今回は良好な結果を得
られたが、今後も環境に注意を払い、吸着シートを定期的に交換し、資料を中性紙保存箱移行作業と共に経過
観察をつづけていきたい。

4．温湿度環境

2016年4月1日から2017年1月31日までの温湿度環境について報告する。現在、毛髪計とデータロガーを用
いて継続的に温湿度を計測しており、毛髪計は展示室と収蔵庫に1台ずつ、データロガーは展示室、展示ケー
ス内、収蔵庫前室、収蔵庫、収蔵庫内桐たんすに1台ずつ設置している。
展示室（図4）では、展示期間中（2016年4月11日～7月31日、9月26日～12月22日）は、常時エアコンを

2016年1月測定 2017年1月測定
有機酸 アンモニア 有機酸 アンモニア

展示室 ︲ +++ ︲ ︲
展示ケース　覗き小2 ︲ +++ ︲ ︲
収蔵庫 ︲ +++ ︲ ︲
桐たんす　上段B1 +++ +++ ︲ ︲
桐たんす　下段B7* +++ + （+） ︲
桐たんす　下段C7** +++ + ︲ ︲

5段階評価　 ︲：検出限界以下　（+）：ごく微量　+：微量　++：汚染 
+++：要対策（基準値以上残留）

* 桐たんす内に資料有り 
** 中性紙保存箱内に設置・桐たんす内に資料有り

表 1　有機酸及びアンモニア　気中濃度判定量分析結果

図 1　パッシブインジケータ（設置 1 日目） 図 2　パッシブインジケータ（設置 4 日目） 図 3　パッシブインジケータ（設置 8 日目）
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稼働させていた。そして、秋期展示では織物資料を展示していたことから、湿度を保つために特に湿度が低い
11月下旬から家庭用の加湿器を稼働させて展示室内の湿度調整を行った。また、展示ケース内（図5）につい
ては、春期は古書を展示し、秋期は織物資料を展示していた。自然循環型のケースのため、外気に比べて湿度
の急激な変化は少ないものの、湿度を保つことは難しいため、秋期の展示では織物資料の負担を和らげるため
に展示資料の入れ替えを行った。
収蔵庫（図6）については、24時間空調を稼働させて、温度18.5～20℃、55～60%RHとなるように設定して
いる。収蔵庫には2台の空調機が設置されており、昨年度より空調機の負担を減らすために2台の空調機を季
節ごとに交互に切り替えて運転していた。しかし、2016年9月下旬に新機稼働時に湿度が不安定になり始め、
設定を変えたり、空調機を入れ換えるなどして様子を見ていたが、11月下旬には両機共に加湿器の老朽化に
よって湿度が保てなくなった。これについてはすぐに加湿器の交換を行ったが、それ以降も不安定な状態が続
き、再度点検を行った結果、加湿器に水を供給する配管に問題があることが判明し、2017年2月現在も問題に
対処しているところである。現在は家庭用加湿器を臨時的に稼働させて湿度維持を試みている。
ただ、今回の非常事態において、収蔵庫内の桐たんす（図7）は緩やかに湿度が下降はするものの、桐たん

す内部の湿度を一定に保ち続けることが確認された。収蔵庫内の湿度が20%RHになっても、桐たんす内部は
45%RHを下回ることはなかった。桐タンスの調湿効果が確認でき、桐たんす内の環境が改善していることか
ら、現在は大型の織物以外は全て桐たんすの中に収めて様子をみている。

5．まとめ

今年度は春期と秋期の企画展では、パネル展示に加えて遺物資料や模型などを展示した。そして、ギャラ
リートークやミニ講座などの特別イベントも増やし、賑わいをみせた。来年度についてもこれらの活動を続け
ていきたい。そして、空気環境調査に関しては、展示室・収蔵庫・桐たんす共に良好な結果が得られたが、今
後も経過観察を続けながら織物資料の整理作業を進めて行く予定である。

註
1 商品名「パッシブインジケータ」、製造（株）ガステック、販売（株）太平洋マテリアル
2 商品名「エアチューンシート」、製造大阪ガスケミカル株式会社、販売（株）太平洋マテリアル
3 商品名「スマートボックス」、製造米国ニールセン・ベンブリッジ社、販売ラーソン・ジュール・ニッポン株式会社

図 4　展示室の温湿度グラフ 図５　展示ケース内の温湿度グラフ

図 6　収蔵庫の温湿度グラフ 図 7　収蔵庫桐たんすの温湿度グラフ
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